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 検定協会だより　30年６月

仙台市は、宮城県の中央部に位置しており、市域面積は約786㎢、人口は約108万６千

人であり、自然豊かな大都市としての景観と、仙台藩祖伊達政宗公が築いた城下町とし

ての面影が調和する、「杜の都」の名で親しまれております。市の中心部を流れる広瀬

川は両岸に自然が多く残され、杜の都の象徴であるケヤキ並木が四季の移ろいとともに

見事な景観で訪れる人の心を和ませます。

春には江戸時代から続く伝統のすずめ踊りが演舞される「仙台青葉祭り」、夏には東

北三大祭りのひとつ「仙台七夕まつり」、秋には杜の都が音楽で賑わう「定禅寺スト

リートジャズフェスティバル」、そして冬は、定禅寺通りのケヤキ並木が幻想的な光で

輝く「ＳＥＮＤＡＩ光のページェント」など、四季折々のイベントが開催され、街は活

気に溢れています。

その我らがふるさと仙台を、巨大な地震と大津波が襲ったのが今から７年前のことで

した。

未曽有の被害をもたらした東日本大震災からの復旧・復興は容易なものではありませ

んでしたが、この間、全国の皆様から心温まる多くのご支援を頂戴し、市民とともにそ

の歩みを進めてまいりました。被災者の生活再建や心のケアなど、いまだ復興への道の

りは続きますが、お陰様を持ちまして復興公営住宅や津波避難施設など計画された施設

の多くが整備を完了するとともに、消防関連においても、津波により庁舎が被災した消

防航空隊ですが、新庁舎が完成し４月から新たな活動拠点での運用を開始しております。

一方で、本市は震災経験都市として、震災の記憶・教訓の継承にも努めており、発災

直後に多くの児童や教職員、地域住民が避難した仙台市立荒浜小学校を震災遺構として、

被災したありのままの姿と被災直後の写真展示等を通じて、来館者に防災・減災の意識

を高めていただくための取り組みも進めております。

2030年までの国際的な防災の取り組み指針である「仙台防災枠組」を決議した第３回

復興のその先を見据えて

仙台市消防局長

中 塚 正 志
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国連防災世界会議以降も本市では様々な国際会議を誘致しており、昨年11月には、スイ

スで隔年開催される防災ダボス会議と連携した「世界防災フォーラム／防災ダボス会議

＠仙台2017」が開催され、国内外から産・官・学・民の防災関係者が集まり、様々な講

演、展示、ワークショップ等が行われました。このフォーラムは今後も本市において隔

年で継続開催されることが決定し、世界の防災先進地＝東北・仙台として、震災で得た

知見をはじめ防災・減災に関する様々な情報を国内外へ発信してまいることとしており

ます。

このように復旧・復興や防災に関する取り組みが進む一方、本市でも全国と同様に高

齢化が進展し、今後数十年にわたり救急需要の増大が見込まれるなど新たな課題が顕在

化してきております。その対策として、スマートフォン用アプリを活用した「救急受診

ガイド」等による救急車の適正利用に向けた環境整備を図ったほか、中心市街地等の救

急需要対策として、当該地域を管轄する青葉消防署に第２救急隊を配置し救急体制を強

化しており、さらに今後は、ＪＲ仙台駅北側に救急専用出張所を整備することとしてお

り、２年後の運用開始を目指し、現在、その機能や運用等について検討を進めております。

加えて、先の震災におきましても連携の重要性が再確認されました消防団についても

充実強化を図っており、その施策の一つとして、消防団活動に真摯に取り組み地域社会

へ貢献した大学生等について市長がその功績を認証する「仙台市学生消防団員活動認証

制度」を４月より開始しております。また本市では、市内７つの消防団全てに階子（は

しご）乗り隊が結成され、消防団員が階子乗りの伝統継承に努めておりますが、この

「仙台消防階子乗り」の独自性と文化的価値が認めら

れ、昨年11月に仙台市の無形民俗文化財に指定されま

した。消防本部と消防団は地域防災の両輪であり、藩

祖伊達政宗公以来、多くの先達が培ってきた仙台の文

化継承という側面におきましても協力しながら取り組

んでまいりたいと考えております。

これらの施策をはじめ、今後も復興のその先を見据

え、消防職員約1,100名及び消防団員約2,000名が一丸

となって市民生活の安全・安心の確保に努めてまいり

ます。

結びに、日本検定協会のますますのご発展と全国の

消防防災関係者の皆様のご健康、ご多幸を祈念し、巻

頭のことばとさせていただきます。
仙台消防階子乗り

（平成30年仙台市消防出初式）
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協会情報
NS

　　　第59回消防機器業務懇談会について

総務部庶務課

去る平成30年４月25日（水）明治記念館にて、第59回消防機器業務懇談会が開催され

ました。一般社団法人全国消防機器協会傘下の工業会及び日本消防検定協会が、当面の

課題等について懇談を行いました。懇談会の概要を、以下のとおり報告します。

　　　　　　　　　「第59回消防機器業務懇談会」の概要

１．日　　時 　 平成30年４月25日（水）15：00～16：40

２．場　　所  　明治記念館

３．出席団体

一般社団法人 全 国 消 防 機 器 協 会 一般社団法人 日本火災報知機工業会

一般社団法人 日 本 消 火 器 工 業 会 一般社団法人 日本消火装置工業会

一般社団法人 日本消防ポンプ協会 一般社団法人 日本消防放水器具工業会

一般社団法人 全国避難設備工業会 一般社団法人 日本消防ホース工業会

一般社団法人 全国消防機器販売業協会 一般社団法人 日本消防標識工業会

一般社団法人 日本消防服装・装備協会 一般社団法人 日本内燃力発電設備協会

一般社団法人 日 本 照 明 工 業 会 ガ ス 警 報 器 工 業 会

一般社団法人 インターホン工業会

４．概要

⑴　開会の挨拶

日 本 消 防 検 定 協 会 理事長　大江 秀敏

一般社団法人全国消防機器協会 会　長　橋爪 毅
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⑵　平成30年度主要業務重点事項説明

飯塚総務部長より、平成30年度の主要業務に係る重点事項について概要説明がな

された。

重点事項は大きく分けて次の３点が挙げられる。

ア　試験・検査業務の信頼性の確保維持向上

○業務の適正な実施体制の確保として、コンプライアンスの確保、公正な業務の

実施、不正行為等に対しては厳正、迅速に対処する。

○試験施設・設備の整備として、排煙浄化設備等の改修並びに感知器煙濃度制御

装置、塩水噴霧試験機及び協会内ネットワークシステム等の整備、施設の建て

替え等の検討を進める。

○国際規格 ISO/IEC17025の認定試験所として、試験品質及び職員の試験技術の

維持・向上に努め、信頼性の高い試験データの提供を行う。

職員教育として、コンプライアンス、品質管理の審査等に関する内部研修・外

部研修及び各種会議を充実させる。

イ　消防用機械器具等の調査、普及等

○消防庁が行う施策について積極的に協力し、アジア等諸外国の関係機関団体と

協力し、機器の普及発展に努め、また、消防用機械器具等の性能、機能に関し

て、火災時の作動状況等を関係機関と連携して調査し、設置後10年を経過した

住宅用防災警報器の設置状況等の調査、分析等を行う。

○住宅防火対策の普及対応として、住宅用消火器具の設置推進及び住宅用防災警

報器の適正な維持管理の推進に関する情報提供等を行う。

○ ISO/TC21へは、関係機関団体と連携協力し、会議に積極的に参加し、ISO 規

格案の検討等に適切な対応を図る。また、AFIC の活動に参加し、アジア地域

の消防関係の試験検査機関と連携を図る。

ウ　協会業務に関する情報提供・広報の充実等

○使用者・利用者をはじめ消防関係機関の関係者に対し、消防用機械器具等の試

験・検査、調査研究及び特殊消防用設備等の評価結果等の情報提供を行う。ま

た、東京国際消防防災展2018への出展など、対面により協会業務、消防用機械

器具等に関する情報提供を行う。
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⑶　工業会等からの意見、情報提供等

ア　一般社団法人全国消防機器協会

○消防機器の開発等

最近の火災性状に対応する新システム、新商品を開発し、市場に投入する。

○消防機器の信頼性確保等

消防機器の品質に関して、従来以上に信頼性を確保し、品質の確認及び確約を

充実していく。

○消防機器の海外展開

アジア地域等諸外国に向けて、消防機器を普及させる取組を推進する。

○会員団体企業に向けての継続的な情報提供

法令改正等の最新の情報を得ることで使用者をはじめ消防機関に対して適切に

対応し、国民が安心して暮らせるための消防機器の提供、普及に努める。

イ　一般社団法人日本火災報知機工業会

○光警報装置の普及促進

２年後の東京オリンピック、パラリンピックに向けて、外国人観光客はもとよ

り高齢者、障害者に適した、ユニバーサルデザインを取り入れた光警報装置を市

場に流通させるなど、社会に役立つ製品の普及に努める。

○住宅用火災警報器の設置、維持管理の実施と定期的な交換の推奨

定期的な作動確認の実施と定期的な機器の交換を引き続き推進する。ホーム

ページで「10年たったら、とりカエル」のサイトを開設し、「とりカエル」キャ

ラクターの着ぐるみで対面による啓蒙活動を実施している。

○消防用設備の維持・管理及び保守点検

自動火災報知設備の適正な維持・管理及び保守点検の啓発を引き続き行ってい

く。

ウ　一般社団法人日本消火器工業会 

○消火器のリサイクルシステムの運用

リサイクルシステムは、スタートから８年が経過し、約3,000万本の廃棄消火

器が回収され、順調に進んでいる。課題となっていた離島についても回収ルート

ができ、回収を進めている。消火器用消火薬剤のリサイクル率は、現在約70％と

なっていて、今後、リサイクル率を80％、90％へと上げるよう推進していく。

○消火器の消火能力向上

消火器に使用している粉末消火薬剤について、現在、消火に対して有効な成分
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であるリン酸アンモニウムの割合を全社において議論しており、初期消火の担い

手である消火器の消火能力を高めて、使用者の安全安心だけでなく、消火器の購

入の幅を広げられるように進めていく。

エ　一般社団法人日本消火装置工業会   

○関係官庁及び関係機関との連携及び協力

多様化、複雑化した火災への対応に協力し、全力で取り組む。

○消火設備及び機器に関する開発、製造、施工に関する技術力の向上

平成29年度は、各部会、分科会において消火設備に関する勉強会や消防設備士

受験準備講習会を行い、消火設備ハンドブックの改訂板を発行した。

平成30年度は、泡・水噴霧消火設備工事基準書及び消火設備の設置及び技術基

準などの改訂を予定している。

○閉鎖型スプリンクラーヘッド等の検定数量

閉鎖型スプリンクラーヘッドは前年度比で微増しているが、その他の品目は、

減少している。２年後の東京オリンピック、パラリンピックに向けて、検定数量

の回復を図る。

オ　一般社団法人日本消防ポンプ協会

○消防機器の海外展開に向けての取組推進

平成28年から海外への展開を行っており、東南アジアにおいては、日本の規格、

認証制度の紹介を行い、機器の展示会を開催している。

○ JFPA ガイドラインの作成

国内においても消防自動車の規格化の必要性があると考えていることから、平

成17年度の「補助対象規格」を基に、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動

車及び化学消防ポンプ自動車等、計５車種のガイドラインを作成した。規格の整

備等に向けて、ご協力をお願いする。

○消防団と地域防災力の充実強化への協力

糸魚川火災を元に可搬消防ポンプを調査したところ、消防団の少人数化、高齢

化が進んだことにより点検、整備が行き届いていないものが多いことが確認され

た。消防団員が使いやすいよう、手軽な点検方法の検討を進め、地域防災の充実、

強化を推し進める。これらの製品化のため、可搬消防ポンプの規格改正等につい

て、ご協力をお願いする。

カ　一般社団法人日本消防放水器具工業会 

○簡易操作型の消火栓の普及促進
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広範囲型２号消火栓の認定受検数は、平成25年からの５年間で倍増の伸びを示

している。簡易操作型の屋内消火栓について、日本消防検定協会の一般公開、消

防機関の研修会及び東京国際消防防災展2018等を通じて、交換需要を促進する。

２年後の東京オリンピック、パラリンピックに向けて、増加が見込まれる屋内

消火栓関係の認定評価等の対応にご協力をお願いする。

○検定品の特例期間の終了への対応

平成39年３月迄に消火栓に収納されている検定ホース及び結合金具の交換期限

への対応を図る。

○屋内消火栓に収納されている保形ホースへの交換対応

保形ホースは開発されてから30年以上が経過しており、現在、劣化の調査を

行っている。防災展等を通じて整備維持の啓蒙活動を行い、保形ホースの劣化を

踏まえた点検基準の整備を図っていく。

キ　一般社団法人全国避難設備工業会  

○金属製避難はしご及び緩降機の検定数

平成29年度は、金属製避難はしごが前年度比100.5％、緩降機が前年度比

99.3％であった。今年度は、避難器具用ハッチの認定数が増えてきていることか

ら金属製避難はしごが増加することを見込んでいる。

○金属製避難はしご及び緩降機の経年劣化調査の推進

設置後30年以上が経過した金属製避難はしご及び緩降機について、研究開発を

進め今年度完成予定である救助袋の試験器具を活用した点検方法等の検討を行う。

○避難器具の不注意使用による事故を撲滅

不注意の取扱いによる事故を撲滅するため、正しい使用方法等のリーフレット

を作成し、ホームページを活用して、点検資格者及び消防設備士等の関係者に周

知を図る。

ク　一般社団法人日本消防ホース工業会 

○消防用ホースの安全使用の推進

消防機関の関係者に対して、消防隊向け消防用ホースの安全確保に関した冊子

を改訂し、配布、周知している。

○消防用ホースの地域要望についての対応

消防隊向け消防用ホースの性能に関して、消防機関の関係者から地域ごとの要

望をまとめ、統一した対応ができるよう、今後取り組む。

○保形ホースへの対応
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平成39年３月に消火栓用の古い保形ホースの交換に向けて、実効性のある耐圧試

験機の提供、点検基準の整備等の対応を図る。

ケ　一般社団法人全国消防機器販売業協会

○消防機器の販売促進

昭和61年７月１日に設立され、会員数が226社となった。使用者・利用者から販

売店までに対して、販売及び使用方法等を懇切丁寧に説明を行い、使用者・利用者

に一番近い立場から地域の役割を担っていく。

○要望に応じた防災機器の研究支援

作動温度100℃以上の高温用熱感知器、防爆用感知器に使用する点検用試験機の

研究、開発等を今年度から行う。

コ　一般社団法人日本消防標識工業会

○消火器ピクトグラム標識の推進

２年後の東京オリンピック、パラリンピックに向けて、パンフレットを作成し、

外国人観光客に対してもわかるものとして推奨している。総務省及び経済産業省と

も共同で進めており、消火器を直接視認できる場合は、「消火器」の標識に代えて

ピクトグラム標識を用いることができることとなった。

○認定実績

避難口誘導標識の平成29年度は、合計約89,000枚（前年度比－８％）であった。

通路誘導標識の平成29年度は、合計約40,600枚（前年度比－１％）であった。

サ　一般社団法人日本消防服装・装備協会

○防火服等自主管理の推進

昨年から運用開始した防火服等自主管理について、防火手袋５品目、活動服５品

目が自主認定され、自主管理の推進に努める。

○防火服等自主管理品の普及

東京国際消防防災展2018への出展等、統一された防火服等の安全確保を目指して

普及に努める。

○ ISO/TC94への参加

今年度は、ISO/TC94（個人用防火服）SC14（消防隊用個人防護装備）の東京会

議の開催に向けて、協力、支援を行う。

シ　一般社団法人日本内燃力発電設備協会  

○自家用発電設備等に関する品質性能に係る認証事業

平成29年度は、適合マークの発行が6,547枚で、認証を開始してから23万台の発
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電設備が普及した。

○自家用発電設備の点検基準改正

自家用発電設備の経年劣化調査を基にして、１年ごとの総合点検時に行う負荷

運転について、予防的な保全策を講じた場合又は内部観察等による点検を行う場

合等により、負荷運転の点検周期を変更する改正が行われる予定である。

ス　一般社団法人日本照明工業会

○10年経過した照明器具の点検、交換の促進

現在製造されている照明器具のうち97％がＬＥＤとなっているが、設置されて

いる照明器具の７割は蛍光灯又は白熱球である。

照明器具の長期使用により安定器等の絶縁劣化が原因の火災が、過去３年間で

117件起きている。また、街路灯などについても照明部分をＬＥＤに取り替えた

が、支柱部分の点検が長期間行われないことにより、劣化した街路灯が倒れる事

例があった。これらによりパンフレット等を活用して照明器具等の点検、交換を

推奨する活動を強力に実施する。

○2030年に向けて

コネクトインダストリーによるパラダイムシフトへの対応を検討し、ストック

市場のＬＥＤ化を推進していく。

セ　ガス警報器工業会  

○ガス漏れ警報器の交換、普及促進

現在、国内一般家庭約5,000万戸のうち50％の家庭にガス漏れ警報器が普及し

ており、年間500万個を生産している。ガス漏れ警報器の保証期間５年毎の交換

と合わせて、さらに普及促進を図る。

○ CO 付ガス漏れ警報器の設置促進運動

ガス漏れによる死者数は1970年代の約100人から昨年０人になり、ガス漏れ事

故件数は年間500件以下となった。火災による死者数は10年前の約1,200人から現

在約900人となり、このうち、一酸化炭素中毒が原因の割合が約40％となってい

る。一酸化炭素中毒による事故を減らすため、CO センサー付のガス漏れ警報器

及び住宅用防災警報器の普及強化を図り、さらに無線等を利用した連動型の警報

器の普及を促進する。

ソ　一般社団法人インターホン工業会

○戸外表示器の適合確認

共同住宅のリニューアルが増加している中、SD マークの適合啓発活動を継続
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的に進める。

○インターホンの更新促進

４月28日をインターホンの日として制定し、４月の１ヶ月間をインターホン点

検月間と定め、点検の啓発活動を進める。また、パンフレットの配布、懸賞クイ

ズキャンペーンの実施等によるインターホンの更新促進を行う。

○インターホン設備の専門家の養成

インターホン設備劣化診断資格者の講習会を今年度も開催し、資格者を増員す

る。

○自主認定活動

インターホンの品質の確認であるＨＱＩマークについて推奨活動を実施する。

 以　上
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平成29年度の検定業務を振り返って

警 報 設 備 部

消火・消防設備部

はじめに

平成29年度における検定業務の型式試験、型式変更試験の申請状況及び型式適合検定

の申請状況は、以下のとおりとなりました。受託評価業務については、次号にてご紹介

いたします。

１．申請状況の概要

区　　　　分
申請件数
又は個数

型式試験 189

型式変更試験 22

型式適合検定 28,081,457

２．検定業務

2-1　型式試験・型式変更試験

⑴　消火器

・申請件数は29件で、前年度は24件でした。

・不合格は０件で、前年度は３件でした。

⑵　消火器用消火薬剤

・申請件数は１件で、前年度は２件でした。

・不合格は前年度と同様０件でした。

⑶　泡消火薬剤

・申請件数は３件で、前年度は２件でした。

・不合格は前年度と同様０件でした。
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⑷　感知器

・申請件数は31件で、前年度は38件でした。

　内訳

　差動式スポット型感知器 　 1（ 2）件

　差動式分布型感知器 　 2（ 0）件

　定温式スポット型感知器 　 3（14）件

　熱アナログ式スポット型感知器 　 4（ 0）件

　光電式スポット型感知器 　12（17）件

　光電アナログ式スポット型感知器 　 7（ 4）件

　光電式分離型感知器 　 1（ 0）件

　赤外線式スポット型感知器 　 1（ 1）件　

　 合　　　　　　　　計 　31（38）件

※（　）内は、前年度の申請件数

・不合格は６件で、前年度は３件でした。

不良内容

ア　階段上昇作動試験において、作動時間が規定値を超えるもの（１件）

イ　検出器の作動電圧が規定値の下限値未満であるもの（１件）

ウ　腐食試験後、監視状態にならないもの（１件）

エ　腐食試験後、初めから感知器が未接続状態であるもの（１件）

オ　粉塵試験後、初めから火災信号が発信状態であるもの（１件）

カ　粉塵試験後、初めから火災表示する程度の火災情報信号が発信状態であるもの及

び粉塵試験後の連続応答性試験において火災情報信号値が気流濃度の許容上限値を

超えるもの（１件）

⑸　発信機

・申請件数は32件で、前年度は１件でした。

　内訳

　Ｐ型１級発信機 25（ 0）件

　Ｐ型２級発信機  7（ 1）件　

　 合 　　　　計 32（ 1）件

※（　）内は、前年度の申請件数
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・不合格は前年度と同様０件でした。

⑹　中継器

・申請件数は33件で、前年度は８件でした。

・不合格は前年度と同様０件でした。

⑺　受信機

・申請件数は25件で、前年度は24件でした。

　内訳

　Ｐ型１級受信機  3（ 4）件

　Ｐ型２級受信機  0（ 3）件

　Ｐ型３級受信機  1（ 0）件

　Ｒ型受信機  2（ 0）件

　ＧＰ型１級受信機  2（ 5）件

　ＧＰ型３級受信機  7（ 6）件

　ＧＲ型受信機 10（ 4）件

　Ｇ型受信機  0（ 2）件　

 　合　　　　　　　計 25（24）件

※（　）内は、前年度の申請件数

・不合格は１件で、前年度は１件でした。

不良内容

ア　火災情報信号が、注意表示や火災表示を表示する程度に達したにもかかわらず、

その表示を行わないもの及び公称受信濃度が設定範囲外に設定できるもの（１件）

⑻　閉鎖型スプリンクラーヘッド

・申請件数は13件で、前年度は11件でした。

・不合格は２件で、前年度は１件でした。

不良内容

ア　荷重の再調整ができない措置を講じた部分が離脱するもの（１件）

イ　亜硫酸ガス腐食試験後の作動試験において、作動しないもの（１件）
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⑼　流水検知装置

・申請件数は25件で、前年度は45件でした。

・不合格は前年度と同様０件でした。

⑽　一斉開放弁

・申請件数は７件で、前年度は４件でした。

・不合格は前年度と同様０件でした。

⑾　金属製避難はしご

・申請件数は１件で、前年度は６件でした。

・不合格は１件で、前年度は０件でした。

不良内容

ア　繰返し試験中に部品が破損するもの（１件）

⑿　緩降機

・申請件数は前年度と同様０件でした。

⒀　住宅用防災警報器

・申請件数は11件で、前年度は14件でした。

　内訳

　定温式住宅用防災警報器  5（ 3）件　

　光電式住宅用防災警報器  6（11）件　

　 合　　　　　　　計 11（14）件

※（　）内は、前年度の申請件数

・不合格は０件で、前年度は２件でした。

2-2　型式適合検定

⑴　消火器

・申請個数は4,657,942個で、前年度の4,896,248個に対し4.9％減少した。

・不合格は14件5,477個でした。

不良内容
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ア　放射効率が70％以上90％未満のもの

（４件）

イ　固定力が50N・ｍ未満のもの（３件）

ウ　総質量が表示値と実測値の差が許容値

を超えるもの（２件）

エ　外観検査において、消火器内部に異物

があるもの（１件）

オ　開閉式ノズルの弁体部から漏れを生じ

るもの（１件）

カ　破壊圧試験において、亀裂を生じるもの（１件）

キ　口金のねじの検査において、止まりゲージが通るもの（１件）

ク　放射試験において、ホース付部より漏れを生じるもの（１件）

⑵　消火器用消火薬剤

・申請個数は241,939個で、前年度の263,319

個に対し8.1％減少した。

・不合格は２件285個でした。

不良内容

ア　含有量の分析値が許容値を超えるもの 

（２件）

⑶　泡消火薬剤

・申請個数は1,796,720個で、前年度の1,783,360

個に対し0.7％増加した。

・不合格は１件250個でした。

不良内容

ア　高発泡の発泡性能において、25％還元

時間が規格値から外れるもの（１件）
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⑷　感知器

・申請個数は7,290,650個で、前年度の6,853,629

個に対し6.4％増加した。

・不合格は１件60個でした。

不良内容

ア　感熱部の熱起電圧が規定値の下限値未

満であるもの（１件）

⑸　発信機

・申請個数は395,093個で、前年度の341,633

個に対し15.6％増加した。

・不合格は０個でした。

⑹　中継器

・申請個数は447,460個で、前年度の441,232

個に対し1.4％増加した。

・不合格は０個でした。

⑺　受信機

・申請個数は497,995個で、前年度の530,282

個に対し6.1％減少した。

・不合格は２件２個でした。

不良内容

ア　試験装置を操作したときに、正常に動

作しないもの（１件）

イ　火災信号を受信したときに、地区音響
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装置が鳴動しないもの（１件）

⑻　閉鎖型スプリンクラーヘッド

・申請個数は2,179,565個で、前年度の2,148,438

個に対し1.4％増加した。

・不合格は０個でした。

⑼　流水検知装置

・申請個数は26,353個で、前年度の24,055個

し対し9.6％増加した。

・不合格は３件125個でした。

不良内容

ア　簡易作動試験において、１分を超え作

動しないもの（１件）

イ　不作動試験において、２分以内に連続

して信号と警報を発するもの（１件）

ウ　機能試験において、４分を超え作動し

ないもの （１件）

⑽　一斉開放弁

・申請個数は14,846個で、前年度の18,993個

に対し21.8％減少した。

・不合格は１件２個でした。

不良内容

ア　型式承認を受けたものと異なる構造の

もの（１件）

図-8　閉鎖型スプリンクラーヘッドの型式適合
検定数の推移
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⑾　金属製避難はしご

・申請個数は156,604個で、前年度の148,377

個に対し5.5％増加した。

・不合格は２件395個でした。

不良内容

ア　機能検査において、展開が不確実なも

の（１件）

イ　規格で規定されている表示事項に誤記

があるもの（１件）

⑿　緩降機

・申請個数は6,201個で、前年度の6,247個に

対し0.7％減少した。

・不合格は０個でした。

⒀　住宅用防災警報器

・申請個数は10,370,089個で、前年度の

5,708,176個に対し81.7％増加した。

・不合格は２件898個でした。

不良内容

ア　不作動試験において、作動するもの

（１件）

イ　外観・表示において、表示の不鮮明な

箇所があるもの（１件）
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図-13　住宅用防災警報器の型式適合検定数の推移
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警報設備部報知設備課

　「変圧器温度上昇試験機」の紹介

電源変圧器の部品試験で使用する試験機の老朽化により、日本消防検定協会警報設備

部では、変圧器温度上昇試験機を新規に導入しましたのでご紹介します。

１　変圧器温度上昇試験

変圧器とは、主に自動火災報知設備の受信機、中継器の電源部に使用されている部品

で、受信機、中継器の入力電圧である交流100V を様々な電圧に変圧するために用いら

れています（写真-1）。本試験機で行う変圧器温度上昇試験では、変圧器に電圧を印加

し電流を流した際、出力電圧や温度等の値が日本工業規格（JISC6436）に適合している

かを確認します。

写真-1　変圧器

（変圧器はトランスとも呼ばれる。）
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２　試験機の概要

本試験機では、JISC6436に規定されている試験のうち、電圧変動率及び電圧偏差試験、

巻線の温度上昇試験を行うことができます。同時に３台の試料を試験することができ、

１台につき４タップ（１次側：１入力、２次側：４出力）まで対応することができます

（写真-2）。旧試験機では、試験工程は全て手動で行っていましたが、本試験機は、試験

する試料の電圧値及び電流値をタッチパネルで入力するだけで、試験のほぼ全てを自動

で実施することができます（写真-3、4）。結果は自動でまとめられ、USB メモリで保

存後にプリンターで印刷することができます。試験の自動化により、従来に比べ試験効

率及び測定精度の向上が図られました。

また、試験機に何らかのトラブルが起きた場合でも、従来の手動による方式で試験が

できる機構を設けることで、型式試験の遅れを防ぐことができます。

写真-2　変圧器温度上昇試験機

（寸法は（W）1500×（H）1750×（D）880mm。）
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写真-3　変圧器の電圧・電流設定画面

試験する電圧・電流の設定のほか、試験機側の１～４のタップの選択や、電子

負荷の使用等が選択できる。

写真-4　試験結果の画面の例

テスト用変圧器による電圧変動率及び電圧偏差試験の結果の画面。タッチパネル左下

の「→ USB」をタッチすることで、試験データを USB メモリに取り込むことができる。
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３　試験機の安全性

安全面においても従来の試験機にはない機能を採り入れています。巻線の温度上昇試

験では大きな電流を長時間流すことになるため、発熱による事故発生のリスクがありま

す。本試験では、変圧器又は室温が設定した温度以上になるか、試験時間が設定した時

間を超えると自動で停止するようになっています（写真-5）。

また、それ以外の安全措置として、試験機の底面と部屋の床面とをワイヤーで固定す

る耐震措置を講じています。

写真-5　設定画面の一例

（最大時間、試料温度、室温の設定値を超えると自動で停止する。）
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４　新旧試験機の比較

変圧器温度上昇試験機の主な機能の新旧比較を表-1に示します。

表-1　変圧器温度上昇試験機の主な機能の新旧比較

新 旧

電圧・電流の設定 タッチパネルで設定・自動調整 手動で設定・調整

定格負荷 電子負荷 摺動抵抗器

温度上昇中の電流の調整 自動調整 抵抗器を手動で調整

温度上昇の安定判定 自動判定 記録計を目視で確認し、判定

巻線抵抗測定 デジタルマルチメーター ホイートストンブリッジ

安全装置 温度、時間超過で自動停止 無し

試験結果 エクセルファイルで出力し、印刷 測定値を記録用紙に手書き

５　試験機の構成等

試験機の構成等を次に示します（写真-6. 7. 8. 9）。

写真-6　操作タッチパネル及びUSBポート
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写真-8　接続端子

上部のスイッチで電流の ON/OFF を切り替えることができる。特に１次側の端子は AC100V が印加

されており危険なため、配線等を行う時には、左上の通電ランプが消灯していることを確認する。

写真-7　測定機器類

左から、デジタルパワーメーター、デジタルマルチメーター、記録計となっており、それぞれ、電

圧・電流の測定、電気抵抗値の測定、温度の測定に使用される。測定機器とタッチパネルが通信し、

測定値はタッチパネル画面上に表示される。
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写真-9　電子負荷装置

試験タップ１つに付き１台の電子負荷装置が必要となるため、12台設置となる。設置台は手前に引

き出せる構造になっており、メンテナンスがしやすくなっている。
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６　試験機の仕様

変圧器温度上昇試験機の主な仕様を表-2に示します。

表-2　変圧器温度上昇試験機の主な仕様

項　　目 仕　　　　　　　様

外径寸法 約（W）1500×（H）1750×（D）880mm

電源 単相 200V（50/60Hz）、30A、5.4kVA

電子式交流電源装置 6600Series Programmable AC Powersourse

(KEISOKU GIKEN)

電子負荷装置 AC/DC Electronic Load3250A × 3  (KEISOKU GIKEN)

AC/DC Electronic Load3251A × 1  (KEISOKU GIKEN)

シーケンサ FA-M3

試験可能な変圧器

の最大定格

１次巻線 100V 又は 200V　１kVA

ＴＡＰ１：10 ～ 60V　10A　300VA

ＴＡＰ２：10 ～ 60V　10A　300VA

ＴＡＰ３：10 ～ 60V　10A　300VA

ＴＡＰ４：15 ～ 150V　８A　300VA

タッチパネル GP4501TAD 10.4 型

デジタルパワーメーター WT300E シリーズ　(YOKOGAWA )

デジタルマルチメーター DM7560 シリーズ　(YOKOGAWA )

記録計 ペーパレスレコーダ GP10　(YOKOGAWA )

その他 キャスター付き、耐震仕様



 検定協会だより　30年６月

－27－

協会情報
NS

企画研究部企画研究課

 平成30年度予防技術講習会の開催について

日本消防検定協会では、主に予防業務に従事されている消防職員の皆様を対象に、予

防技術の最新情報等をご提供することを目的とした予防技術講習会を東京と大阪の２会

場で開催いたします。

また、講習会では、消防庁予防課から講師をお迎えし、予防行政の動向についてご講

演いただく予定です。

受講料は無料ですので、是非、ご参加ください。

申し込み方法等詳細については、協賛である（一社）全国消防機器協会ホームページ

（http://www.nfes.or.jp）をご覧ください。

記

大阪会場
平成 30 年７月 27 日（金）

13 時 30 分から 17 時 00 分まで

大阪府立国際会議場（イベントホールＤ，Ｅ）

（大阪府大阪市北区中之島５丁目３－51）

東京会場
平成 30 年８月３日（金）

13 時 30 分から 17 時 00 分まで

アルカディア市ヶ谷（私学会館）富士（３階）

（東京都千代田区九段北４丁目２番 25 号）
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日直

おしらせ

有効期限を経過した受託評価品目

【放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備】

型　式　番　号
承認
年月日

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者
有効期限の
終期日

Ｓ００２Ｃ００１ H10.12.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｃ００２ H10.12.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｃ００３ H12.10.25 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｃ００４ H10.9.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｍ００１ H10.12.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｍ００２ H12.10.25 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｒ００１ H10.12.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００２Ｒ００２ H12.10.25 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０１０Ｈ００４ H9.11.14 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０１０Ｃ００３ H9.12.25 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０１０Ｃ００５ H15.3.3 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｈ００１ H12.5.11 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｄ００１ H10.7.13 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｃ００１ H10.9.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｃ００２ H10.9.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｃ００３ H10.9.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ０２０Ｍ００１ H10.9.7 東京都品川区上大崎二丁目１０番４３号 ホーチキ株式会社 H30.3.31

Ｓ００３H ００１ H9.8.15 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ００３H ００２ H9.8.15 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ００３H ００３ H9.9.24 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ００３H ０１２ H12.4.26 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ００３H ０１３ H12.4.26 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ００３H ０１４ H12.4.26 東京都港区台場二丁目３番１号
日本ドライケミカル
株式会社

H30.3.31

Ｓ０１５H ００７ H10.2.23 大阪府大阪市東成区深江北二丁目１番１０号 ヤマトプロテック株式会社 H30.3.31

Ｓ０１５H ００８ H10.2.23 大阪府大阪市東成区深江北二丁目１番１０号 ヤマトプロテック株式会社 H30.3.31
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【特定初期拡大抑制機器】

型　式　番　号
承認
年月日

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者
有効期限の
終期日

特評第１０９号 H9.4.21 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号 櫻護謨株式会社 H30.4.30

上記の機械器具等が、型式に係る有効期限を経過しましたのでお知らせします。

上記の機械器具等は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について、新たに当協会の型式適合評価を

受け、合格表示が行われることはありません。

既に設置され又は型式適合評価を受け合格表示が行われた上記の機械器具等については、型式適合評価時におい

て基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、当該有効期限の経過による使用へ

の影響はありません。
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協　会　通　信

協　会　通　信

■■業界の動き■■
- 会議等開催情報 -
◆（一社）日本火災報知機工業会◆
○業務委員会 （平成30年５月10日）
・準会員の入会について
・住宅用火災警報器関連の報告他

検定申請個数等の定例報告
・事務局長会議議事概要について
・消防機器等製品情報センター運営会議
議事概要について

・定時総会・功労者表彰式及び懇親会の
概要について

・委員長連絡会報告

○メンテナンス委員会
 （平成30年５月15日）
・維持運用管理手法小委員会報告

点検実務マニュアル改訂小委員会報
告
加煙試験器のエコマークについて
弱電耐火ケーブルについて
外国人来訪者や障害者等が利用する
施設における災害情報の伝達及び避
難誘導に関するガイドラインについ
て

・委員長連絡会報告
　　　
○技術委員会　　（平成30年５月17日）
・火報システム技術検討小委員会報告

非常警報関連の認定評価細則改訂案
について
エコマーク（加煙試験器）について

・濃度計用白熱球の LED 化検討 WG 報告
・委員長連絡会報告

○設備委員会 （平成30年５月24日）
・設備性能基準化小委員会報告

弱電耐火ケーブルの進捗状況につい
て

　　光警報装置の普及促進について
　　消防法施行規則の改正について
・工事基準書ハンドブック小委員会報告
・委員長連絡会報告

○システム企画委員会
 （平成30年５月25日）

・光警報システム関連報告
光警報装置関係の経過概要報告

・火災報知システム自主管理委員会報告
火災報知システム自主管理専門委員
会報告

・委員長連絡会報告

○住宅防火推進委員会
 （平成30年５月23日）
・交換推進 WG について
・東京都町会連合会常任理事会での報告
について

・TBS 取材対応について
・第107回全国消防長会予防委員会説明
資料について

・住宅用火災警報器検定依頼個数につい
て

・お客様電話相談室受付結果について
・委員長連絡会報告

◆（一社）日本消火器工業会◆
○第２回技術委員会
 （平成30年５月16日）
・「消火器便覧」（仮称）作成について

○第２回企業委員会
 （平成30年５月25日）
・消火器の申請・回収状況
・消火器リサイクル推進センターからの
報告

・平成30年度全国消防機器協会会長表彰
式および祝賀会出席者について

・劣悪粉末消火剤の適正処分について

◆（一社）日本消火装置工業会◆
○第47回定時総会 （平成30年５月15日）
・第１号議案 平成29年度「事業報告書
（案）及び財務諸表（案）」承認に関
する件

・第２号議案 平成29年度「公益目的支
出計画実施報告書等」承認に関する件

・第３号議案 平成30年度「事業計画書
（案）及び収支予算（案）」承認に関
する件

・その他
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協　会　通　信

協　会　通　信

■■人事異動■■
◆日本消防検定協会◆

○平成30年５月31日付

（氏名） （新） （旧）

【退職】

妻鳥　浩明 （退職） 技術役
上席検定員

○第166回第二技術分科会
 （平成30年５月17日）
・第二部会技術分科会　年間活動報告書
について

・毒物及び劇物取締法　運用マニュアル
作成について

・毒物及び劇物取締法　対応ＷＧ作成に
ついて

・平成30年度第６回勉強会のテーマにつ
いて

・公共建築工事標準仕様書等　平成28年
版の改定意見の変更について

・点検のあり方検討委員会への提出資料
について

・その他

○第171回第一技術分科会
 （平成30年５月18日）
・水道連結とパッケージのハイブリット
設置について【消防庁問合せ】

・規則第13条第３項第６号に規定する外
気の気流が流通する場所の件

・その他

○第147回第三技術分科会
 （平成30年５月22日）
・サーバー室の感知器の設置について
・ガス系消火設備等における評価申請ガ
イドラインの改訂管理について

・平成29年度　第三部会技術分科会活動
報告（案）について

・第三部会技術分科会委員名簿について
・その他

◆（一社）日本消防ポンプ協会◆
○総務委員会 （平成30年５月23日）
・全国消防機器協会事務局長会議等の報
告について

・検定技術協議会（全体会議）の開催予
定について（日本消防検定協会）

・平成30年度　消防庁長官表彰候補者の
推薦について

・働き方改革検討委員会の活動報告につ
いて

・第96回全国消防長会　技術委員会につ
いて（報告）

・平成30年度　消防財政実務研修会の日
程等について

・平成30年春の叙勲・褒章受章者の決定
について

・平成30年度消防機器等関係者表彰受賞
者の決定について（報告）

・その他

○大型技術委員会（平成30年５月17日）
・第96回全国消防長会　技術委員会につ
いて（報告）

・大型技術委員長の選任について
・水槽付消防ポンプ自動車の細則の見直
しについて

・検定協会との合同会議
・その他

○小型技術委員会 （平成30年５月25日）
・今年度の活動方針について
・樹脂燃料タンクに係る検討について
・その他
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型式承認
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

小型消火器

消第30～5号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　１．２ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～6号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　１．２ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～7号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　１．５ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～8号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　１．５ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～9号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　２．０ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～10号
ヤマトプロテック
株式会社

粉末 （ＡＢＣ）　２．０ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～11号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　１．０ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～12号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　１．２ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～13号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　１．２ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～14号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　１．５ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～15号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　２．０ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

消第30～16号
ヤマトプロテック
株式会社

住宅用粉末 （ＡＢＣ）　２．０ｋｇ （蓄圧式、 鉄製） H30.5.14

泡消火薬剤 泡第30～2号
ヤマトプロテック
株式会社

水成膜泡　３％ （－１０℃～＋３０℃） H30.5.14

光電式スポット型感知
器 （３信号及び試験
機能付）

感第30～5号 ホーチキ株式会社

１種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
２種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
３種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
非防水型、 普通型、 再用型、 散乱光式

H30.4.25

光電式スポット型感知
器 （２信号及び試験
機能付）

感第30～6号 ホーチキ株式会社
２種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
３種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
非防水型、 普通型、 再用型、 散乱光式

H30.4.25

光電式スポット型感知
器 （試験機能付）

感第30～7号 ホーチキ株式会社
１種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
非防水型、 普通型、 再用型、 散乱光式

H30.4.25

感第30～8号 ホーチキ株式会社
２種 （３９．５Ｖ、 ３０ｍＡ） ・ 非蓄積型
非防水型、 普通型、 再用型、 散乱光式

H30.4.25

流水検知装置 流第30～4号
株式会社
建設工業社

湿式Ｋ５０、 作動弁型４０ （１０Ｋ、 縦） H30.4.25

一斉開放弁 開第30～2号 能美防災株式会社 加圧型　１５０ （１０Ｋ、 縦） H30.4.20

新たに取得された型式一覧
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品質評価　型式評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

動力消防ポンプ
Ｐ21B3 帝国繊維株式会社 消防ポンプ自動車 （フロートポンプ式） ０．８５型 H30.5.18

Ｐ12B1
日本機械工業
株式会社

可搬消防ポンプ （フロートポンプシステム） H30.4.26

消防用ホース H0225FC09A 櫻護謨株式会社
平、 合成樹脂、 使用圧１．６、 呼称６５ （シング
ル、 ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.5.15

特殊消防ポンプ自動車
又は特殊消防自動車
に係る特殊消火装置

ＮＣＡ－５Ｋ ・ Ｎ
Ｔ－２２－１

日本機械工業
株式会社

大型化学高所放水車 H30.5.7

ＭＣＥ－７－１０ 株式会社モリタ 大型化学消防ポンプ自動車 H30.5.7

認定評価　型式評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

広範囲型２号消火栓
認評栓
第30～3号

株式会社
北浦製作所

壁面設置型折畳み等収納式　呼称２５ H30.5.7

スピーカー
認評放
第30～4号

アコース株式会社 コーン型 （３Ｗ ・ Ｌ級） H30.5.14
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平成30年５月

検定対象機械器具等申請一覧表
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平成30年５月

性能評価申請一覧表

受託評価等依頼一覧表
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平成30年５月
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発行　日本消防検定協会
　　　 

印刷　株式会社　三州社

検定協会だよりはホームページでもご覧になれます。
当該刊行物にご意見・ご要望・ご投稿がありましたら、本所の企画研究部情報管理課検定協会だより事務局までお問い合わせください。

e-mail：kikaku＠jfeii.or.jp　　専用 FAX  0422-44-8415

http://www.jfeii.or.jp

検定協会では、消防用機械器具等について検

定及び受託評価を行い、性能の確保に努めてい

るところですが、さらに検定及び受託評価方法

を改善するため、次の情報を収集しています。

心あたりがございましたら、ご一報下さいます

ようお願いします。

（1）　消防用機械器具等の不作動、破損等、性

能上のトラブル例

（2）　消防用機械器具等の使用例（成功例又は

失敗例）

連絡先　東京都調布市深大寺東町 4-35-16

日本消防検定協会　企画研究課

電　話　0422-44-8471（直通）

E-mail

<kikenka@jfeii. or. jp>

検定協会からのお願い

本　　　　所　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町 4-35-16
　　　　　　　　　　　　　 TEL　0422-44-7471㈹　　FAX　0422-47-3991　

大 阪 支 所　　〒530-0057　大阪市北区曽根崎 2-12-7　清和梅田ビル４階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　06-6363-7471㈹　　FAX　06-6363-7475

虎ノ門事務所　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門 2-9-16　日本消防会館 9 階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　03-3593-2991　　　FAX　03-3593-2990　

５月31日 ( 木 ) から６月３日 ( 日 ) までの
４日間、５年に一度の「東京国際消防防災展
2018」が東京ビッグサイトにおいて開催さ
れ、当協会は、住宅用火災警報器 ( 住警器 ) の
発報デモによる無線連動型の理解の推進、住警
器の寿命と交換の促進、エアゾール式簡易消
火具の設置の推進等に関する展示を行いまし
た。来場者数は、17万9千人 (2013年の12万5
千人の1.44倍 ) で、親子連れなど一般の方々も
多く、展示物を真剣な眼差しで見学し、説明を
聴いていらっしゃいました。また、海外の消防
機器メーカーの方々から多数の質問を受けたり、
「「日本消防検定」って、どんな問題が出るので
すか？」と、漢字検定やご当地検定等と誤解さ
れたりといった場面もありました。詳細は、７

月号に掲載する予定です。
さて、今月号では、仙台市消防局長の中塚正
志様に巻頭のことばをご寄稿いただき、当協会
からは「第59回消防機器業務懇談会について」、
「平成29年度の検定業務を振り返って」、「「変
圧器温度上昇試験機」の紹介」などを掲載いた
しました。
７月号では、東京消防庁消防総監の村上研
一様に巻頭のことばをご寄稿いただき、当協
会からは「平成29年度の受託評価業務を振り
返って」、「東京国際消防防災展2018を終えて」、
「第18回レスキューロボットコンテストでの展
示ブース出展について」などを掲載する予定で
す。
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