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（お知らせ）  
 

特定駐車場用泡消火設備の認定等に係る運用について 

平成 26年 12月 15日 

日本消防検定協会 

はじめに 

「特定駐車場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 26 年総務省令第 23 号。以下「省令」という。）及び「特定駐車場用泡消火設

備の設置及び維持に関する技術上の基準」（平成 26 年消防庁告示第５号。以下「告示」とい

う。）が公布されたことに伴い、日本消防検定協会では、登録認定機関として、当該設備に用

いる閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手（以下「ヘッド等」という。）

の３品目について、平成 26 年 10 月１日から認定品目に追加するとともに、認定評価の対象

として運用を開始しているところです。 

認定評価に適合したヘッド等（以下「認定品」という。）については、その型式毎に型式番

号を付与するとともに、認定に際して省令及び告示の基準を満足するために必要な条件（以

下「付帯条件」という。）を示すこととしております。 

また、「特定駐車場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

関する省令等の運用等について」（平成 26 年 12 月 15 日付け消防予第 501 号。以下「消防庁

通知」という。）が示されましたので、以下に認定評価の詳細、消防庁通知への対応等につい

てお知らせいたします。 

 

１ 認定品に係る型式番号等について 

認定品に係る型式番号等については次のとおりです。 

（１）認定品に係る型式番号、付帯条件及び合格の表示 

ヘッド等の型式承認の際に付与する型式番号及び付帯条件並びにその後実施する型式

適合評価に合格したものに付す合格の表示について表１に示します。 

なお、型式番号及び付帯条件については、認定品に係る型式評価の結果通知及び当該

通知の別紙にそれぞれ記載しております。 

表１ 認定品に係る型式番号、付帯条件及び合格の表示 

認定品目 型式番号※1 付帯条件 合格の表示 

閉鎖型泡水溶液 

ヘッド 
認評駐閉第○～○号 

泡消火薬剤、希釈容量濃度、使用圧力範囲、

流量定数、開放個数※2及び設置高さ範囲 
 

開放型泡水溶液 

ヘッド 
認評駐開第○～○号 

泡消火薬剤、希釈容量濃度、使用圧力範囲、

流量定数及び設置高さ範囲 

感知継手 認評駐継第○～○号 使用圧力範囲、最大流量及び最大設置高さ 

※１：機器への表示なし。 

※２：閉鎖型矩形泡水溶液ヘッドを除く。 

 

（２）付帯条件に係る留意事項等 

ヘッド等の付帯条件について、その条件が関連する主な事項及び当該設備設置時にお

ける留意事項について表２に示します。 
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表２ 付帯条件に係る留意事項等 

品目 付帯条件 主な関連事項 設置時における留意事項 

閉鎖型泡水溶液 
ヘッド 

使用圧力範囲 性能及び強度 
ヘッドに作用する圧力が付帯条件の使用圧力範囲
内に担保されていること。 

（加圧送水装置の性能、減圧・調圧の措置等） 

設置高さ範囲 
放射性能 

及び感知性能 
付帯条件の設置高さ範囲内に設置されているこ
と。 

泡消火薬剤、希釈容
量濃度、使用圧力範
囲及び設置高さ範囲 

放射性能 
付帯条件と同一の泡消火薬剤であること。 

適切な泡消火薬剤混合装置※１であること。 

希釈容量濃度、使用
圧力範囲、流量定数
及び開放個数 

水源の水量 

水源水量≧(①＋②)の泡水溶液を作るに必要な量 

① 開放個数※２すべての放射に必要な流量※３で 10 分間
の放射に必要な量 

② 配管を満たすに要する量 

泡消火薬剤貯蔵量 省令第４条第５号の規定によること。 

開放型泡水溶液 
ヘッド 

使用圧力範囲 性能及び強度 
ヘッドに作用する圧力が付帯条件の使用圧力範囲
内に担保されていること。 

（加圧送水装置の性能、減圧・調圧の措置等） 

泡消火薬剤、希釈容
量濃度、使用圧力範
囲及び設置高さ範囲 

放射性能 

付帯条件の設置高さ範囲内に設置されているこ
と。 

付帯条件と同一の泡消火薬剤であること。 

適切な泡消火薬剤混合装置※１であること。 

感知継手 

使用圧力範囲 性能及び強度 
感知継手に作用する圧力が付帯条件の使用圧力範
囲内に担保されていること。 

（加圧送水装置の性能、減圧・調圧の措置等） 

最大設置高さ 感知性能 
付帯条件の最大設置高さ以下に設置されているこ
と。 

最大流量 
接続可能な 
ヘッドの数 

付帯条件の最大流量≧①×② 

① 接続するヘッドの数（最大 2個） 
② ヘッド１個の放射に必要な流量※４ 

※１：ヘッドの付帯条件と同一の希釈容量濃度の泡水溶液となるように、ヘッド１個から付帯条件に示される開

放個数までの放射に必要な流量の範囲内において適正に混合できるもの 

※２：開放個数とは、省令第４条第２号イ、第５条第４号イ又は第７条第４号イの規定により決定される個数 

※３：開放個数すべての放射に必要な流量(l/min)＝ヘッド１個の放射に必要な流量※４×開放個数※２ 

※４：ヘッド１個の放射に必要な流量(l/min)＝流量定数×√１０×使用圧力範囲の下限値(MPa) 

 

２ 認定品とそれに相当する性能鑑定品の型式に係る情報提供について 

消防庁通知に基づく情報提供等については次のとおりです。 

（１）特殊消防用設備等として設置された設備 

特殊消防用設備等として設置された「閉鎖型ヘッド等を用いた駐車場用消火設備」に

係る設備等設置維持計画への対応として、従来実施していた性能鑑定に適合したもの（以

下「性能鑑定品」という。）とそれに相当する認定品等の型式番号に係る対応表（以下「対

応表」という。）を別添に示します。 

（２）消防法施行令第 32条の適用により設置された設備 

消防法施行令第 32条の適用等により設置された又は着工中の「閉鎖型ヘッド等を用い

た駐車場用消火設備」に用いられている性能鑑定品の扱いについても、特殊消防用設備

等として設置された場合の考え方と同様に別添の対応表を、執務の際の参考としてご利

用ください。 
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３ 特定駐車場用泡消火設備に係るその他の機器等に関する評価について 

ヘッド等の認定評価に加え、表２「設置時における留意事項」欄に掲げる事項に係る確

認等の際の参考に資することを目的として、特定駐車場用泡消火設備を構成するその他の

機器等の省令及び告示への適合に関する評価について、次のとおり実施しております。 

（１）構成機器等の組合せ等に係る評価（特定機器評価（総合評価）） 

特定駐車場用泡消火設備を構成する機器等（認定品等を含む。）の組合せ等について、

特定機器評価の総合評価において委員会を設置し、省令及び告示の技術基準並びに認定

品に係る付帯条件への適合に関する評価を行います。 

なお、評価依頼された特定駐車場用泡消火設備が技術基準等に適合すると認められる

場合には、当該設備に対して評価番号を付与するとともに、当該設備の構成、仕様、設

置に係る詳細等を示した総合評価結果（以下、「評価書」という。）を発行し、全国の消

防本部等へ配布することとしております（表３参照）。 

また、構成する機器等のうち、検定、認定その他認証の対象となっていないものであ

って、法令等で技術基準が示されていない主要な機器（評価依頼者が指定するものに限

る。）については、当該機器に係る技術基準（以下、「特定機器評価基準」という。）を、

総合評価において合わせて作成いたします。ただし、特定機器評価基準は評価書に示さ

れません。 

（２）主要な構成機器に係る評価（特定機器評価（型式評価・型式適合評価）） 

前（１）により特定機器評価基準が作成された機器については、特定機器評価の型式

評価において試験等を実施し、当該基準への適合に関する評価を行います。 

なお、型式評価依頼された機器が特定機器評価基準に適合すると認められる場合には、

当該機器に対して型式番号を付与するとともに、その後の型式適合評価に合格した製品

には合格の表示が付されます。 

既に特定機器評価基準が作成されている泡消火薬剤混合装置及びシステム制御盤に係

る型式番号及び合格の表示について表３に示します。 

表３ 特定駐車場用泡消火設備に係るその他の機器等に関する評価 

設備等 評価の種類 評価番号又は型式番号 合格の表示等 

特定駐車場用泡消火設備 
（構成機器の組合せ等） 

特定機器評価 
（総合評価） 

評消虎第○○○号 評価書 

泡消火薬剤混合装置※１ 
特定機器評価 

（型式評価及び型式適合評価） 
特評第○○○号 

 

システム制御盤※２ 

※１：泡消火薬剤混合装置は、混合器、泡消火薬剤貯蔵槽等から構成されるもので、泡消火薬剤混合装置に係
る合格の表示は泡消火薬剤貯蔵槽に付されます。 

※２：すべての特定駐車場用泡消火設備に付置されるものではありません。 

 

４ その他 

新たに認定等を開始する特定駐車場用泡消火設備と従来の性能鑑定で運用していた閉

鎖型ヘッド等を用いた駐車場用消火設備について、それぞれの設備の設置に係る評価等の

運用例を次の図に示します。 
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図 設備の設置に係る評価等の運用例 

 

おわりに 

今回お知らせしました特定駐車場用泡消火設備の取り扱いについて、建築確認申請事務、

消防検査等の際にご留意くださいますようお願いいたします。 

また、当該設備に係る執務のご参考として、認定評価の合格の表示と併せて当協会発行

の評価書及びＮＳマークについてもご利用していただけることを願っております。 

日本消防検定協会は、皆様により一層信頼される試験機関を目指して、検定業務及び受

託評価業務の品質向上に努めて参りますので、今後とも、ご理解とご協力の程よろしくお

願い申し上げます。 
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型式番号 種別 型式等 型式番号 種別 型式

バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５
（標準ｒ２．１、下向き、発泡倍率５倍以上）※１

鑑特第１３０～１号

鑑特第１３１号
※２

特定消火機器
認評駐閉第26～2号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５
（標準ｒ２．１、上向き、発泡倍率５倍以上）※１

鑑特第１３１～１号

性能鑑定品とそれに相当する認定品の型式番号に係る対応表

依頼者
性能鑑定品 認定品

ヤマトプロテック
株式会社

鑑特第１３０号
※２

特定消火機器
認評駐閉第26～1号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

閉鎖型フォームヘッド
バルブ型Ｃ６８（標準、下向き）

閉鎖型フォームヘッド
バルブ型Ｃ６８（標準、上向き）

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．８、呼称１０
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第１２２号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム用噴霧ヘッド

バルブ型Ｃ６６、呼称１０（標準型　上向き）
認評駐閉第26～6号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．８、呼称１０
（標準ｒ２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．８、呼称１０
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第１１８号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム用噴霧ヘッド

バルブ型Ｃ６６、呼称１５（矩形型　下向き）
認評駐閉第26～4号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

バルブ型Ｃ６６、感知範囲６．４×３．２、呼称１５
（矩形６．４×３．２、下向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第１１７号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム用噴霧ヘッド

バルブ型Ｃ６６、呼称１０（標準型　下向き）
認評駐閉第26～3号

鑑特第１２１号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム用噴霧ヘッド

バルブ型Ｃ８８、呼称１０（標準型　下向き）
認評駐閉第26～5号

認評駐開第26～2号
開放型

泡水溶液ヘッド
呼称１０

（標準ｒ２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第２１１号
※２

特定消火機器
開放型噴霧ヘッド

（標準ｒ２．８、下向き）
認評駐開第26～1号

開放型
泡水溶液ヘッド

呼称１０
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第２１２号
※２

特定消火機器
開放型噴霧ヘッド

（標準ｒ２．８、上向き）

認評駐継第26～2号 感知継手
バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ３．２５、呼称２５

（上向き、下向き）

鑑特第１２６号
※２

特定消火機器

感熱開放継手
バルブ型Ｃ６６、感知範囲r３．２５、呼称２５

（上向き、下向き）
認評駐継第26～1号 感知継手

バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ３．２５、呼称２５
（上向き、下向き）

鑑特第２２９号
※２

特定消火機器

感熱開放継手(高温型）
バルブ型Ｃ８８、感知範囲r３．２５、呼称２５

（上向き、下向き）

能美防災
株式会社
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型式番号 種別 型式等 型式番号 種別 型式

性能鑑定品とそれに相当する認定品の型式番号に係る対応表

依頼者
性能鑑定品 認定品

認評駐閉第26～9号
閉鎖型

泡水溶液ヘッド
可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．８、呼称１５
（標準ｒ２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）※１

鑑特第２２２－１号
特定初期拡大

抑制機器

可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．８、呼称１５
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）※１

鑑特第２２０－１号
特定初期拡大

抑制機器

鑑特第２２１号
※２

特定消火機器
認評駐閉第26～8号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．８、呼称１５
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

鑑特第２２０号
※２

特定消火機器
認評駐閉第26～7号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

※１

鑑特第２２１－１号
特定初期拡大

抑制機器

鑑特第２２２号
※２

特定消火機器

※２

特定消火機器
認評駐開第26～3号

開放型
泡水溶液ヘッド

呼称１５
（標準ｒ２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）※１

鑑特第２２７－１号
特定初期拡大

抑制機器

開放型噴霧ヘッドＨＮＵ－Ｏ
（標準ｒ２．８、上向き）

鑑特第２２３号
※２

特定消火機器
認評駐閉第26～10号

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．８、呼称１５
（標準ｒ２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）※１

鑑特第２２３－１号
特定初期拡大

抑制機器

鑑特第２２８号
※２

特定消火機器
認評駐開第26～4号

開放型
泡水溶液ヘッド

呼称１５
（標準ｒ２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）※１

鑑特第２２８－１号
特定初期拡大

抑制機器

開放型噴霧ヘッドＨＮＰ－Ｏ
（標準ｒ２．８、下向き）

ニッタン
株式会社

閉鎖型噴霧ヘッドＨＮＰ７２
可溶片型Ｃ７２（標準ｒ２．８、下向き）

閉鎖型噴霧ヘッドＨＮＰ９６
可溶片型Ｃ９６（標準ｒ２．８、下向き）

閉鎖型噴霧ヘッドＨＮＵ７２
可溶片型Ｃ７２（標準ｒ２．８、上向き）

閉鎖型噴霧ヘッドＨＮＵ９６
可溶片型Ｃ９６（標準ｒ２．８、上向き）

鑑特第２２７号
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型式番号 種別 型式等 型式番号 種別 型式

特定初期拡大
抑制機器

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度３％）

特定初期拡大
抑制機器

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度３％）

特評第２５１号
特定初期拡大

抑制機器
特定駐車場用泡消火設備

システム制御盤

特定初期拡大
抑制機器

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度２％）

特評第２５１号
特定初期拡大

抑制機器
特定駐車場用泡消火設備

システム制御盤

能美防災
株式会社

鑑特第１１９号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

特評第２４９号

鑑特第２０８号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

（Ⅱ型・ＮＳ式）

特評第２５０号

鑑特第２１０号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

（Ⅱ型・湿式）
特評第２５０号

性能鑑定品とそれに相当する特定機器評価品等の型式番号に係る対応表

依頼者
性能鑑定品 特定機器評価品等

ヤマトプロテック
株式会社

鑑特第１２９号
※２

特定消火機器
閉鎖型泡消火システム

（ＣＦシステム）

特評第２４８号
特定初期拡大

抑制機器
特定駐車場用泡消火設備

泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度３％）

鑑特第２１８号
※２

特定消火機器
閉鎖型泡消火システム

（ＣＦシステムⅡ）
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型式番号 種別 型式等 型式番号 種別 型式

性能鑑定品とそれに相当する特定機器評価品等の型式番号に係る対応表

依頼者
性能鑑定品 特定機器評価品等

 ※１　性能鑑定品の型式番号中「鑑特第○○○～１号」又は「鑑特第○○○－１号」は、その上段「鑑特第○○○号」の型式変更による型式です。

 ※２　平成20年8月に性能鑑定品の種別区分の名称を「特定消火機器」から「特定初期拡大抑制機器」に変更しております。

泡消火薬剤 水成膜泡　１．５％（－１０℃～＋３０℃）

ニッタン
株式会社

鑑特第２２4号
※２

特定消火機器
噴霧消火薬剤　ＨＣ－１５ 泡第２５～２号

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度１．５％）

※１

鑑特第２２６－１号
特定初期拡大

抑制機器
閉鎖型噴霧消火システム

（アクアフォース湿式）

特定初期拡大
抑制機器

鑑特第２２６号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

（アクアフォース湿式）

特評第２５２号
特定初期拡大

抑制機器

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度１．５％）

鑑特第２２５号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

（アクアフォース湿式予作動）

特評第２５２号
特定初期拡大

抑制機器

※１

鑑特第２２５－１号
※２

特定消火機器
閉鎖型噴霧消火システム

（アクアフォース湿式予作動）

特評第２５２号
特定初期拡大

抑制機器

特評第２５３号
特定駐車場用泡消火設備

システム制御盤

特定駐車場用泡消火設備
泡消火薬剤混合装置（希釈容量濃度１．５％）

特評第２５３号
特定初期拡大

抑制機器
特定駐車場用泡消火設備

システム制御盤
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