
1 消防法の改正の経緯 

　建物火災による死者数の9割を占める住宅火災で、その死者

数の半数以上が65歳以上の高齢者であるという統計があります。

今後のますますの高齢化社会の進展とともに、さらに住宅火災

による死者が増加する恐れが高いことから、住宅について、いっ

そうの防火対策が必要であるとされています（図表1参照）。 

　米国では、住宅用防災機器の設置の義務化に伴う当該機

器の普及に伴い、住宅火災による死者数は半減したという実

績があり、わが国でも昨年、消防法が改正され、戸建住宅や、自

動火災報知器設備等が設置されているものを除く共同住宅に

ついて、住宅用防災機器を設置するよう義務づけられました。そ

の適用は、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では

平成23年5月までの設置猶予期間内で、各地方自治体の条例

で施行時期（設置義務が生じる時期）が決められることになっ

ています。 
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図表1●住宅における防火安全対策の充実強化（消防法令の改正・整備） 
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住宅火災による死者の急増 

死者の急増 

現行制度の課題 

①住宅火災による死者数は建物火災による死者数の約9割 

②平成15年の死者数は、昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超える 

③今後の高齢化がいっそう進展（死者の半数以上が高齢者） 

●床面積500㎡以上の共

　同住宅を除き、住宅に関

　しては法制度の対象外 

死者数低減に効果的な 
住宅火災警報器等の設置につき、 
・「義務化賛成」：約7割（世論調査） 
・米、英では、すでに義務化 

「従来個人の自助努力を中心
に考えられてきた住宅防火対
策について見直し、法制度化
の導入を図ることが必要」 
〈消防審議会答申（１５.１２.２４）〉 
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防
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に 

消防法の改正で、火災報知器等の住宅用防災機器の設置が、 
ほとんどの共同住宅に義務付けられました。 
新築住宅については平成18年6月1日から、 
既存住宅については平成23年5月までで 
各地方自治体が定める期間までに 
設置しなければなりません。 
もし、設置されていなかった場合、 
その建物を媒介した宅建業者の責任も 
追及される可能性があるので、 
十分に注意しておく必要があります。 

16 page



2　住宅用防災機器とは？  

　今回設置が義務付けられる住宅用防災機器とは、火災によ

る煙または熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知

らせてくれる機器（消防法施行令第5条の6）のことをいいます。 

　火災により発生する煙を感知し、家の中に居る者に対し、音

または音声などの警報音を発する機器で、機器感知部および警

報部が1つの機器であるものを「住宅用防災警報機」といいます。

また、火災による煙を自動的に感知し、火災信号を直接または

中継器を介して受信機に送信し、火災の発生場所の表示およ

び警報を発する機器で、一般的に、感知器、中継器および受信

機で構成される機器を、「住宅用防災報知設備」といいます。 

　今回設置が義務付けられた「住宅用防災機器」は、この「住

宅用防災警報機」か「住宅用防災報知設備」のいずれかとい

うことになります。 

　当該機器の機能および構造は、図表2に掲げる要件を満たさ

なければなりません（住宅用防災警報器および住宅用防災報

知設備に関する技術上の規格を定める省令）。 

　なお、機器によっては、火災のほかにガス漏れなどを感知し、

警報音と音声で知らせてくれる複合型警報器もあります。これら

は、防災設備量販店やホームセンター、家電量販店において購

入することができます。 

 
3　住宅用防災機器を設置すべき場所 

　従来は、500㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備の

設置義務がありましたが、今回の改正により、マンションはもちろ

んのこと、中小規模のアパート、戸建住宅、店舗併用住宅の住

宅部分を含め、すべての住宅が設置の対象となりました。 

　設置が必要な部屋は、寝室（主寝室だけでなく子供部屋のよ

うに日常的に人が就寝する部屋を含む）、寝室のある階から下

への階に通じる階段等となっていますが（図表3参照）、各地方

自治体の条例により消防法の定める箇所以外にも設置が必要

な箇所を定めることができることになっています。 

　反対に、スプリンクラーの設備や、自動火災報知設備が設置

されている住宅は、住宅用防災機器の設置が免除され（施行

令第5条の7第1項第3号、消防法施行規則第6条）、地方の気

候・風土の特殊性を勘案した異なる条例基準の制定や（施行

令第5条の9）、火災予防上の観点からの消防庁等の判断によ

る適用除外（施行令第5条の8）も認められます。 

　したがって、実際の住宅については、その所在地を管轄する

自治体や消防局に事前に問い合わせ、確認をしておくことが大

切です。 

●

図表2●住宅用防災機器の主な要件 

図表3●消防法で設置が義務付けられている箇所 

①確実に火災警報を発し、かつ、取扱いおよび附属部品の

取替えが容易にできること。 

②取付けおよび取外しが容易にできる構造であること。 

③耐久性を有すること。 

④警報音により火災警報を発する住宅用防災警報器にお

ける音圧は、無響室で1メートル離れた地点で測定した

値が70デシベル以上でありかつ、その状態を1分以上

維持させることができること。 

⑤警報以外により火災警報を発する補助警報装置にあっ

ては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を

報知できるものであること。 

①寝室（消防法施行令5条の
7第1項第1号イ） 

②寝室階から直下階に通ずる階段（外
階段は除く）（同法同令5条の7
第1項第1号ロ） 

③3階建て住宅で、寝室が
3階のみにある場合の1
階の階段（設置維持省令
第4条第1号） 

④3階建て住宅で、寝室が
1階のみにある場合の3
階の階段（設置維持省令
第4条第2号） 

⑤上記以外の設置例として1つの階に、一定規模以上の居室が5室以上ある階
（①～④に該当する場合を除く）の廊下等（設置維持省令第4条第3号） 

以上のほか、たとえば東京23区内においては、都の火災予防条例により、台所、全居室（浴室、納戸、トイレ
は除く）に設置義務が定められており、新築住宅については、設置届が必要とされています。 

≪参考　東京特別区の場合≫ 

＝ 防災機器 
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●

4　設置位置  

　住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器の

設置位置は、天井または壁の屋内に面する部分（天井のない

場合にあっては、屋根または壁の屋内に面する部分）に、火災

の発生を未然にまたは早期に、かつ、有効に感知することがで

きるように設置しなければならないとされています（図表4参照）。 

 
5　設置時期 

　新築住宅についてはすでに昨年6月1日から設置が義務付け

られています。既存の住宅については、遅くても平成23年（2011

年）5月中までの設置が義務化されています（具体的な期日は

地方自治体の条例で制定されます）。 

≪参考　東京特別区の場合≫ 

　東京特別区では、火災予防条例により、既存住宅は平成22

年4月1日までに設置するよう義務づけています。 

 
6　罰則等その他 

　住宅用防災機器の設置義務に違反しても罰則自体はありま

せん。しかし、賃貸マンション等において実際に火災が発生し、

逃げ遅れた入居者が死亡した場合などには、消防法で火災警

報器の設置が義務づけられているにもかかわらず設置していな

かった点が「瑕疵」ないし「過失」と判断され、民事上の損害賠

償責任または刑事上の業務上過失致死傷罪の責任などを負う

可能性があります。 

 

 

 Ⅱ  宅地建物取引業との 
関係・問題点 

 

　次に、以上の消防法の改正（住宅用火災報知器の設置義

務化）を受けて、宅地建物取引業者としてどのような対応が求

められるのかを整理します。 

 
1　新築住宅の売主の場合 

　新築の際に適法に設備の設置および点検が行われることか

ら、問題になることは余り想定されません。 

　万が一、この点に不備がある場合、建物が通常備えるべき性

能を欠いていますので、「瑕疵」があるとして、損害賠償請求等

がなされることが考えられます。 

 

2　中古住宅の売主の場合 
 
（1）住宅用防災機器を未設置のまま販売した場合の売

主としての責任 

　新築住宅における未設置の場合と同様に、瑕疵担保責任な

どが売主に発生することが考えられます。 

 
（2）買主から設置を求められた場合の対応 

　売買契約上、売主には、物件が取引上通常有すべき性能を

有したものを提供すべき義務があり、その点に欠落があれば、完

全に債務が果たされたということはできないとして、債務者であ

る売主は、債権者である買主からの要求に応じ完全なものにし

て引き渡すべき義務があると理解されます。 

　したがって、買主から売主の費用で設置を求められた場合、

売主は、当初から買主側で設置する合意があり、その分売買代

金が安く設定されているなどの客観的事情がない限り、当該義

務に基づき、買主の請求に応じなければなりません。 

 
（3）住宅用防災機器を未設置のままで引渡し、後日火

災が生じ死傷者がでた場合などの責任 

　住宅用防災機器が未設置のままで引渡し、その後その物件

内で火災が発生して死傷者がでるような場合、火災報知器が

未設置であるということが、建物の通常有すべき安全性を欠い

ている状況に該当しますので、民法717条の工作物責任が問

題となり、現在の所有者は、無過失責任を負い（現所有者が火

災により損害が生じないよう十分注意を払ったとしても免責され

ない）、被害者に対し損害賠償責任を負います。 

　そして、未設置のまま売り渡した旧所有者である売主も、買主

において早急に対応をするなどの合意がない限り、消防法上違

法な状態で引渡したことが違法かつ過失ありと評価される可能

性があります。 

図表4●住宅用防災警報機の設置位置 

①壁またははりから0.6メートル以上離れた天井の屋
内に面する部分。 

②天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内
の位置にある壁の屋内に面する部分。 

③換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れ
た位置であること。 
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3　住宅用防災機器が未設置の住宅の売買を 
媒介した場合 

　住宅用防災機器が未設置の住宅（中古、新築を問わず）を

媒介した場合は、住宅用防災機器が未設置なことを調査確認し、

または説明しなかったことに対する責任が問題となります。 

　媒介に当たっては宅建業法35条により重要事項説明義務

が課されていますが、住宅用防災機器の設置状況は重要事項

説明の対象項目に含まれません。 

　しかし住宅用防災機器の設置が法的に義務づけられ、その

有無は物件の安全性確保に重大な影響を及ぼすこと、設置さ

れているか否かは通常一般人の注意力で容易に確認できる事

項であることから、その未設置が物理的瑕疵に該当するか、法

律的瑕疵に該当するか議論の余地はありますが、いずれにして

も媒介業者に要求される注意義務で調査確認し説明すべき義

務を負っていると解される可能性があります。 

　したがって、住宅用防災機器が未設置の住宅の媒介の場合

には、当事者双方に設置義務の存在および未設置の事実を明

らかにした上で、早急に設置する必要があることを説明するとと

もに、場合によっては設置費用負担について売買契約に反映

させることとが求められます。 

 
4　住宅用防災機器が未設置の賃貸住宅を 
媒介した場合 

　基本的には前述3の住宅の売買の媒介の場合と同じですが、

建物賃貸借の場合、宅建業法35条14号および同法施行規則

16条の4の3第6号の「台所、浴室、便所等建物の設備の整備

の状況」を適用ないし類推して調査説明義務があると解される

可能性もあります。そもそも住宅用防災機器が設置されていな

い違法な建物を賃貸に供することそのものが問題となるわけで

すから、媒介を依頼された場合には、貸主に対し、当該設置義

務の存在を説明の上、設置を働きかけることが必要でしょう。 

 
5　賃貸住宅の貸主の場合 

　貸主は、借主に対し、物件を賃貸目的に従って利用させる義

務を負っています（民法601条）。そしてこの義務の中には、借

主の安全な利用の確保のため、法に則した各種設備の設置義

務も含まれていると解されます。 

　そうすると、住宅用防災機器未設置の貸主は、賃貸借契約

上借主との間で債務不履行の状況にあります。また、万が一、

住宅用防災機器器未設置の状況で火災が発生し、未設置に

より被害が拡大した場合などは、一般的にはその物件の所有者

である貸主が、工作物責任（無過失責任）を負い、被害者に対

する損害賠償責任を負うことになります。また、場合によっては

刑事上の責任も問われかねません。 

　宅建業者が自ら貸主となる場合には宅建業法上の規制はあ

りませんが、このように民事上および刑事上の責任が発生しえ

ますので、法に則した対応をすることが求められます。 

 
6　賃貸住宅の管理の場合 

　賃貸住宅の管理業の立場からは、貸主が前述5の責任を負

うことを前提に、貸主に対し、住宅用防災機器の設置義務を説

明の上、当該設置の働きかけを行うことが必要です。 

　一義的な設置義務者は、施設設備の設置保全等も含め貸

主から委託されている場合を除き、貸主ということになりますが、

この問題は居住者の生命身体の安全に直結する問題ですので、

管理業者の善管注意義務の一環として、貸主に認定を求める

必要がありますし、それでも貸主が承諾しなければ、違法状態を

存続させたままでの物件の管理は困難であるとして、当該物件

の管理から手を引くことも辞さない姿勢が求められます。 

 
7　まとめ 

　以上のように、今回の消防法の改正による住宅用火災報知

器の設置の義務化は、宅建業者がいかなる形で住宅の取引に

関与するにせよ、設置に向けての対応が不十分であれば法的

責任が追及されうることになります。 

　既存（中古）住宅については、自治体によって猶予期間がま

だありますが、改正法が効力を発する時期までに必要な対応を

とっておきましょう。 
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リアルパートナー紙上研修についてのご質問は、お手数ではござ

いますが、「文書」でご送付くださいますようお願いいたします。 

なお、個別の取引等についてのご質問にはお答えできませんの

でご了承ください。 

ご送付先●（社）全国宅地建物取引業保証協会 

紙上研修担当 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

ご質問について 
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