
高齢者が生活する空間で使われる設備機器等の安全性評価ガイド 
 
第 1 趣旨 
 この評価ガイドは、高齢者が生活する空間で使われる設備機器等の安全性の水準を比較する尺度を設けることにより、より安全な居住空間に

するために役立つ設備機器選定の指針を与えるとともに、より安全な設備機器を提供しようとしている事業者に対し、努力目標を示すことを目

指して、策定された。 
 
第 2 適用対象 
 この評価ガイドは、安全性能の向上を目的として高齢者が生活する空間で使われる、以下の設備機器について適用する。 
 １．開口部の自動解錠システム 
   窓からの転落防止、徘徊等によって階段室又は外部空間に出てしまって事故につながることを防止するために、外部空間又は階段室につ

ながる窓又は扉に施錠をすることがある。しかし、このような経路は、火災時に避難するための経路となるので、火災時においても施錠状

態におかれることは、火災安全の観点から重大な問題があるといえる。また、火災発生時に職員又は同居者等の健常者が、逐一、解錠して

いたのでは、避難誘導等にかける時間が失われてしまうこととなる。このような場合に、離れた位置から容易に解錠できるシステムを設置

することは有効である。 
 ２．簡易スプリンクラー設備 
   火災初期において、スプリンクラー等の消火設備が果たす役割は非常に大きい。しかし、消防法に基づくスプリンクラーを設置するとな

ると、大規模な工事が必要となる。高齢者が主に生活する空間に限定した場合、可燃物量も限定されており、倉庫又は店舗での火災に対応

することを想定した従来のスプリンクラーでなくとも、十分に機能を発揮できると考えられる。さらに、配管工事についても短期間で施工

できるシステムも、海外では開発されている。このようなシステムを、補助的な手段として導入することにより、火災安全性能を飛躍的に

高めることができる。 
 ３．簡易間仕切り 
   高齢者福祉施設などにおいては、在館者の利便性等を考え、各居室に面して共用廊下を含む、大規模な共用空間を設けていることが多い。

このような空間で火災が起きた場合、もしくは、隣接する居室からこのような空間に火災が拡大することもそうていされる。しかし、これ

らの空間は、重要な避難経路を兼ねているので、火災安全性の観点から火炎及び煙の発生ならびに滞留を極力避けるべきである。とは言っ

ても、建築基準法で位置づけられている防火設備又は特定防火設備を設置するというのは、費用がかかるだけでなく、その空間を使いにく

いものにしてしまうことが多い。在館者の避難が終わるまでの間、共有空間が火災による火炎又は煙で危険になるまでの時間を稼ぐだけで

あれば、プラステッィクスクリーンなどの活用も考えられる。さらに、このようなスクリーンの場合、見通しがきくので、逃げ遅れ者の確

認および危険箇所の確認が容易となる利点もある。  



４．排煙設備の作動機構 
   避難経路を兼ねる共有空間（共用廊下を含む）に煙が充満すると、在館者の避難に重大な支障を生じることとなる。このような空間に煙

が滞留することがないように、自然排煙口を含む排煙設備を設けるのが通例である。しかし、これらの排煙設備を有効にするためのスイッ

チが、個別に設置されていたり、操作盤がわかりにくいところにあったり、通路の終端部分にあったりして、全てを有効に機能させるため

に、余分な時間を費やさざるを得ないことがある。この手間を省くために、一斉に排煙設備を有効にする作動機構を導入することが有効で

ある。このような機構を導入することにより、操作にかかる時間を短縮し、避難誘導にかける時間に振り向けることができる。 
 ５．避難器具 
   健常者用の避難器具については、複数の器具が消防設備安全センターの認定を取得して使われている。しかし、これらの設備を高齢者の

方々の避難に使えるかについては、非常に疑問がある。高齢者の方々でも安心して使える避難器具の開発を促し、その普及を後押ししてい

くことは、意義がある。 
 ６．避難シェルター 
   高齢者の場合、歩行速度が遅いだけでなく、長い距離の移動に耐えられないこともある。また、車いすでの移動の場合、経路の選択の幅

が狭まり、適切な避難経路を確保できないことも考えられる。このような事態を未然に防ぐために、居室の中又は近くに待機して、消防に

よる救助を待つという方法が有効である。火及び煙の侵入を防御できる居室（自分の生活する空間で火災が発生した場合を除く）、噴出火

炎の影響を避けることのできるバルコニーの待機場所、火及び煙の侵入を防御できるその他の空間（水平移動で短時間に移動できる場所）

を確保できれば、それらを活用することが考えられるが、それが困難である場合、避難目的のシェルターを設置しておくことが有効である。 
 ７．その他、高齢者が利用する建築物に付帯する、火災安全性の向上に貢献する設備機器 
  １～６以外の設備機器であっても、高齢者が火災に遭遇した際に、その人命安全を確保するために役立つと考えられるものを、対象とする。 
 ８．その他、高齢者が利用する建築物に付帯する設備機器、家具、調度品等で、高齢者がケガをおわないようにすることに役立つと考えられ

るものを対象とする。 
 
第 3 評価する事項等 

１．評価項目は、別表の（い）項に掲げるものとする。 
２．評価する内容は、別表の（い）項に掲げる評価項目に応じ、（ろ）項に掲げるものとする。 
３．評価等級は、別表の（い）項に掲げる評価項目に応じ、（に）項の基準に基づいて、（は）項の等級を与えるものとする。 

 
第４ 評価の方法 
 別途に定める細則による。 
別表 評価すべき事項等 



 （い） （ろ） （は） （に） 

設備機器の種類 対象の設備機器 評価する内容 評価等級 評価の基準 

１ 
避難経路の確保

に関わること 

１－１ 
開口部の自動解

錠システム 

①離れたところから開

口部のサッシ又は扉の

ロック機能を無効にで

きる。 

等級２ 離れたところから、サッシのクレセント又は扉のロックを解放することができ

る。 
等級１ 離れたところから、サッシのクレセント又は扉のロックの解放動作を無効にし

ている機能を解除できる。 
必須事項 手動でも、特別な鍵等を使うことなく、解放動作を有効にできる。 

②簡単な工事で交換又

は設置できる。 
等級４ 通常のドライバー等、家庭に常備されている工具で交換又は設置できる 

等級 3 10 分くらいの工事で交換又は設置できる。 

等級 2 30 分以内の工事で交換又は設置できる。 

等級１ その他 

③簡単には破壊できな

い。 
等級３ 人力で破壊することができず、簡単に手に入る工具では、５分以内に破壊でき

ない。 
等級 2 人力では破壊できないが、簡単に手に入る工具で、５分以内に破壊できる。 

等級１ 工具を使うことなく、人力で破壊することはできない。 

④保守に手間と費用が

かからない 
等級３ 等級１を満足し、１年間の点検・保守にかかる費用が、初期の購入及び設置に

かかった費用又は新たに購入及び設置する費用の１／４０以下である、又は、

5 千円以下である。 
等級２ 等級１を満足し、１年間の点検・保守にかかる費用が、初期の購入及び設置に

かかった費用又は新たに購入及び設置する費用の１／２０以下である、又は、

１万円以下である。 
等級１ 電池を使用している場合、電池の交換が必要になると、表示する機能がある。

外部電源を使用する場合、外部電源の供給の状況を容易に確認できる。 
⑤簡単に操作できる 等級２ 設置時に説明を受ければ、だれでも使える。 

等級１ 機器のそばにあるリーフレットなどの説明書きをみれば、操作できる。 

⑥上記以外で、火災 等級２ ２つ以上の機能が付加されている。 



 
 

 安全の向上に役立つ機

能が付加されている。 
等級１ １つの機能が付加されている。 

１－２ 
避難シェルター 

①安全に籠城できる。 等級３ 火災終了時まで籠城できる。 

等級２ １時間以上籠城できる。 

等級１ ３０分以上籠城できる。 

②容易に救出できる。 等級２ 外部の空間に面している。 

消防隊員が容易にアクセスできる。 

③上記以外で、火災安

全の向上に役立つ機能

が付加されている。 

等級２ ２つ以上の機能が付加されている。 

等級１ １つの機能が付加されている。 

１－３ 
避難器具 

①従来品と比べて、高

齢者への対応において

優れている。 

等級３ 従来品に比べて明らかに優れている点が、４つ以上ある。 

等級２ 従来品に比べて明らかに優れている点が、３つ以上ある。 

等級１ 従来品に比べて明らかに優れている点が、２つ以上ある。 

②必須事項  消防設備安全センターの認定を有していること 

１－４ 
その他 

従来品と比べて、高齢

者への対応において優

れている。 

等級３ 従来品に比べて明らかに優れている点が、４つ以上ある。 

等級２ 従来品に比べて明らかに優れている点が、３つ以上ある。 

等級１ 従来品に比べて明らかに優れている点が、２つ以上ある。 

必須事項  従来品に比べ、安全性において劣る点がない。 

２ 
火災及び煙の拡

散抑制にかかる

こと 

２－１ 
排煙設備の作動

機構 

①一斉に作動できる。 等級２ 火災感知器の信号を受けて、一斉に作動させることができる。 

等級１ スイッチを押すことにより、その空間に設置されている排煙設備を、一斉に作

動させることができる。 
②誤操作を防止するた

めの配慮がなされてい

る。 

等級２ 誤操作を防止するための配慮がなされており、誤操作をしても、容易に復旧で

きるようになっている。 
等級１ 誤操作を防止するための配慮がなされている。 

③上記以外で、火災安 等級２ ２つ以上の機能が付加されている。 



  全の向上に役立つ機能

が付加されている。 
等級１ １つの機能が付加されている。 

２－２ 
簡易スプリンク

ラー設備（水道

直結型） 

①放水性能 等級３ ヘッド１個あたり 30 ㍑／分（最大４個同時放水）の放水量を確保している。 

等級２ ヘッド１個あたり 15 ㍑／分（最大４個同時放水）の放水量を確保していると

ともに、設置されたどのヘッドも１個だけ作動した場合にも、30 ㍑／分での

放水を確保している。 
等級１ ヘッド１個あたり 15 ㍑／分（最大４個同時放水）の放水量を確保している。 

②設備の作動状況の表

示 
等級２ スプリンクラーヘッドの作動及び作動エリアを知らせる（表示する）機能があ

る。 
等級１ スプリンクラーヘッドの作動を知らせる（表示する）機能がある。 

③放水の停止 等級２ 消火確認後、遠隔操作で放水を停止できる。 

等級１ 消火確認後、制御バルブや消火ポンプなどを、手動で停止できる。 

④水損の防止 等級３ 非火災時にヘッドが破損しても、水が出ないなど、水損を生じない方式になっ

ている。 
等級２ 非火災時にヘッドが破損しても、配管内の残水のみが放出される程度で、水損

が生じにくい方式になっている。 
等級１ 防護カバーを設けるなど、非火災時にヘッドが破損することを予防する対策が

取られている。 
２－３ 
簡易間仕切り 

①火炎の拡大を防ぐこ

とができる。 
等級３ １０分以上火炎の拡大を防ぐことができる。 

等級２ ５分以上火炎の拡大を防ぐことができる。 

等級１ その他 

②煙の拡大を防ぐこと

ができる。 
等級３ 200℃以上の煙の漏気量が、圧力差 19.6Pa のときで、0.20ｍ3／(分・㎡)以下

である。 
等級２ 100℃以上の煙の漏気量が、圧力差 19.6Pa のときで、0.20ｍ3／(分・㎡)以下

である。 
等級１ 常温の煙の漏気量が、圧力差 19.6Pa のときで、0.20ｍ3／(分・㎡)以下である。 



  ③間仕切りの反対側を

見通せる。 
等級３ 反対側を見通せる部分の面積が、全面積の８割以上ある。 

等級２ 反対側を見通せる部分の面積が、全面積の５割以上ある。 

等級１ 反対側を見通せる部分の面積が、全面積の１割以上ある。 

④自動的に閉鎖する。 等級３ 火災感知器の信号と連動して閉鎖する 

等級２ 排煙設備の作動スイッチと連動して閉鎖する。 

等級１ ワンタッチスイッチで一斉に閉鎖する 

必須事項 避難者が通過した後に、必ず、閉鎖する。 

２－４ 
その他 

従来品と比べて、高齢者

への対応において優れ

ている。 

等級３ 従来品に比べて明らかに優れている点が、４つ以上ある。 

等級２ 従来品に比べて明らかに優れている点が、３つ以上ある。 

等級１ 従来品に比べて明らかに優れている点が、２つ以上ある。 

必須事項  従来品に比べ、安全性において劣る点がない。 

３ 
その他 

３－１ 
その他 

従来品と比べて、高齢者

への対応において優れ

ている。 

等級３ 従来品に比べて明らかに優れている点が、４つ以上ある。 

等級２ 従来品に比べて明らかに優れている点が、３つ以上ある。 

等級１ 従来品に比べて明らかに優れている点が、２つ以上ある。 

必須事項  従来品に比べ、安全性において劣る点がない。 

 
 
評価等級の求め方 
評価する内容の等級を、その内容の最高等級の値で除した数値を求める。 
 

グレード点の求め方 
検証の有無・程度の妥当性に基づいて、以下のようにグレード点を決める。 
区 分 検証無し 自己立証 第三者機関に準ずる検証 第三者機関による検証 

グレード点 ０ １ １．５ ２ 
※ 「自己立証」とは、以下のものとする。 



 ①客観的にデータ等で立証可能なもの 
 ②カタログ等で広く主張しているもの 
※※ 「第三者機関に準ずる機関による検証」とは、以下のものとする。 
 ①ISO9000ｓに基づいて、部品等の調達ならびに製造及び組み立て等が行われていること 
 ③自己主張する事項が、設計図面等で確認可能なこと。 
※※※ 「第三者機関による検証」とは、以下のものとする。 
①自己主張する事項が、ＪＩＳ規格で規定されており、ＪＩＳ認証を取得しているもの 
②自己主張する事項が、国内外の法令、規格に基づき立証されており、何らかの形で公的機関等の検証が得られていること。 
③一般財団法人建材試験センターの職員による確認を得ていること。 

 
評点の求め方 
 対象の設備機器の評点は、評価する内容毎の評価等級にグレード点を乗じた数値の平均値を、総合の評点とする。 
  
判定 
Ｓ級：評価する内容毎の評点の全てが 1 点を超えており、かつ、総合の評点が１.4 点を超えるもの 
Ａ級：評価する内容毎の評点の全てが 1 点を超えており、かつ、総合の評点が 1.0 点を超えるもの 
Ｂ級：評価する内容毎の評点の過半数が 1 点を超えており、かつ、総合の評点が、0.6 点を超えるもの 


