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ま え が き

　本書は、危険物取扱者試験 乙種第４類に合格することを目的としたテキストです。
　収録は、乙種第４類の試験に出題されているジャンルのテキストとその問題です。問題は、
近年に実施された実際のものを小社が収集し、選択して収録しています。

　乙種第４類に限らず、危険物取扱者試験の問題は公表されていません。しかし小社では、
複数の受験者に依頼し会場内で問題を覚えてもらい、それらを元に過去問題を復元し掲載し
ています。したがって、内容が一部異なっている可能性もあります。

　過去の問題を整理・分類していくと、ほぼ同じ問題が多数あります。本書では、これらほ
ぼ同じ問題は１つにまとめて収録しました。この結果、収録問題は 398 問となっています。
なお、乙種第４類の１回分の試験問題は、合計 35 問です。

　各項目のはじめに、その項目に分類される過去問題を解くために知っておくべき必要最低
限の内容をイラストでわかりやすく解説しています。
　また、別紙に「解答／解説編」として、その問題の解答となぜ誤っている内容であるのか
等をまとめました。

　テキストと過去問題は、実際の試験科目と同様に大きく３つの章に分け、さらに細かく項
目を分けました。具体的には次のとおりです。
　▪第１章　危険物に関する法令………………………40 項目
　▪第２章　基礎的な物理・化学………………………28 項目
　▪第３章　危険物の性質・火災予防・消火の方法…12 項目
　また、巻末に模擬試験問題を 3 回収録しています。実力の判定にご活用ください。

　以上の編集方法であるため、該当項目ごとに徹底して学習できます。さらに、イラストを
多く載せているので、本文と照らし合わせながら意識せず効率よく覚えることができます。
後は、時間をかけて他の項目についてもチャレンジしていくことで、試験に合格できること
でしょう。

　危険物取扱者試験は、多くが過去に出題された問題から繰り返し出題されています。その
理由として、大きな法令改正がなく、火災予防を中心とした化学等の内容も変更がないため
です。

　一方で、全く新しい問題も出題されています。しかし、新問はわずかであり、過去問題を
効率よく解いてその内容を覚えることが、試験合格への近道だと私たちは考えています。
　ぜひ、最後までじっくりと勉強して下さい。やればやるだけ合格への近道となります。

2019 年 5 月　編集部
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受験の手引き

1 乙種第４類危険物取扱者
　消防法により、一定数量以上の危険物を貯蔵し、または取扱う化学工場、ガソリンスタン
ド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取扱うために必ず危険物取扱
者を配置しなくてはなりません。
　危険物取扱者の免状は、貯蔵し、または取扱うことができる危険物の種類によって、甲種、
乙種、丙種に分かれています。
　このうち乙種第４類は、ガソリン、軽油、灯油、オイルなどの第４類危険物（引火性液体）
を貯蔵し、または取り扱うことができます。
　乙種の受験にあたり、資格は必要ありません。
　乙種の受験手数料は 4,500 円です

2 試験科目と合格基準
　試験は、次の３科目について一括して行われます。試験の制限時間は２時間です。

試験科目 問題数

危険物に関する法令 15 問

基礎的な物理学及び基礎的な化学 10 問

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 10 問

　合格基準は、各科目ごとの成績が、それぞれ 60％以上としています。したがって、「危
険物に関する法令」は９問以上、「基礎的な物理学及び基礎的な化学」と「危険物の性質並
びにその火災予防及び消火の方法」はそれぞれ６問以上正解しなくてはなりません。例えば、
法令の正解が８問である場合、その他の科目がそれぞれ 10 点満点であっても、不合格とな
ります。

3 受験の手続き
　危険物取扱者試験は、一般財団法人　消防試験研究センターが実施します。ただし、受験
願書の受付や試験会場の運営等は、各都道府県の支部が担当します。
　受験の申請は書面によるほか、インターネットから行う電子申請が利用できます。
　電子申請は、一般財団法人　消防試験研究センターのホームページにアクセスして行いま
す。
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１ 消防法の法体系

1 法律と政令・規則の関係

政令

内閣が制定

省令

大臣が制定

国会で制定

法律　法律は国会で制定されるものである。一方、政令はその法律を
実施するための細かい規則や法律の委任に基づく規定をまとめた
もので、内閣が制定する。省令は法律及び政令のさらに細かい規
則や委任事項をまとめたもので、各省の大臣が制定する。
　消防法は昭和 23 年に制定された法律である。消防法の下に「危
険物の規制に関する政令」と「危険物の規制に関する規則」が制
定されている。

　危険物の規制に関し「法令」と言った場合、「消防法」、「危険物
の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の全体
を指す。また、単に「法」、「政令」、「規則」と言った場合、それ
ぞれ「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に
関する規則」を指す。
　「危険物の規制に関する規則」は、総理府令として制定されたも
のであるが、現在は政令も含めて総務省がその事務を担当してい
る。したがって、規則そのもの及び改正は総務省令として制定さ
れている。

《法・政令・規則の例》

法第 13条の２第３項（免状の交付）
　�　危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
政令第 32条（免状の交付の申請）
　�　法第 13条の２第３項の危険物取扱者免状の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定
める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行った都道府県知事に提出しなければなら
ない。

規則第 50条第２項（免状交付申請書の添付書類）
　　令第 32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
　１．危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類
　２．現に交付を受けている免状（「既得免状」という。）

※上記は例であり、暗記する必要はない（編集部）。
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２ 消防法で規定する危険物

1 危険物の分類

危険物に
「気体」は含まない！

固体 液体

危険物の分類

気体

　消防法で規定する「危険物」とは、火災や爆発の危険性がある
物質のうち、法別表第１の品名欄に掲げる物品で、同表に定める
区分に応じ同表に掲げる性状を有するものをいう。さらに、別表
第１では危険物を第１類から第６類に分類している。
　表に掲げる性状の２以上を有する物品の属する品名は、総務省
令で定められている。
　危険物は、すべて固体または液体であり、気体は含まない。し
たがって、水素ガスやプロパンガスは常温（20℃）・常圧（１気圧）
で気体であるため、消防法で定める危険物に該当しない。

〔消防法 別表第１〕

酸化性固体

発火 ！ 

衝撃摩擦

「塩類」が付けばほとんど
第１類危険物

Poin
t

▪第１類　・酸化性固体・とは
　 　固体であって酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験
（燃焼試験）において一定の性状を示す固体または衝撃に対する
敏感性を判断するための試験（落球式打撃感度試験）において
一定の性状を示す固体をいう。

代表的な品名 特 徴

塩素酸塩類、
過マンガン酸塩類、
硝酸塩類

物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる
性質をもつ。可燃物と混ぜて衝撃・熱・摩擦を加えると
激しい燃焼が起こるもの。

可燃性固体

火炎で着火しやすい
40℃未満で引火しやすい

▪第２類　・可燃性固体・とは

　

　 　固体であって、火災による危険性を判断するための政令で定
める試験において政令で定める性状を示すもの、または引火の
危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示
すものである。

代表的な品名 特 徴

硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、
マグネシウム、引火性固体

火炎で着火しやすいもの、または比較的低温
（40℃未満）で引火しやすいもの。

危
険
物
に
関
す
る
法
令
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自然発火性 ・ 禁水性物質

物質

空気
水

発火

接触

▪第３類　・自然発火性物質・及び・禁水性物質・
　 　自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体または液体であっ

て、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試
験において政令で定める性状を示すもの、または水と接触して
発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するため
の政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであ
る。

代表的な品名 特 徴

カリウム、ナトリウム、
アルキルリチウム、黄りん

空気にさらされると自然発火するおそれのあるも
の、または水と接触すると発火または可燃性ガス
を発生するもの。

灯油

引火性液体

引火や爆発の恐れのあるもの

など…

ガソリン

▪第４類　・引火性液体・
　 　引火性液体とは、液体（第３石油類、第４石油類及び動植物

油類にあっては、一気圧において、温度 20℃で液状であるもの
に限る。）であって、引火の危険性を判断するための政令で定め
る試験において引火性を示すものである。

代表的な区分 特 徴

特殊引火物
第１～４石油類
アルコール類
動植物油類

引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれのある
もの。

▪第５類　 自己反応性物質 
自己反応性物質

分解

爆発 熱

加熱

　 　自己反応性物質とは、固体または液体であって、爆発の危険
性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性
状を示すもの、または過熱分解の激しさを判断するための政令
で定める試験において政令で定める性状を示すものである。

代表的な品名 特 徴

ニトロ化合物
比較的低温で加熱分解等の自己反応を起こし、爆発や多量
の熱を発生させるもの、または爆発的に反応が進行するも
の。

▪第６類　 酸化性液体 
酸化性液体

混ぜると燃焼を促進させる

可燃物

　 　酸化性液体とは、液体であって、酸化力の潜在的な危険性を
判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を
示すものである。

代表的な品名 特 徴

過酸化水素
硝酸

物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性
質をもつ。可燃物と混ぜると燃焼を促進させるもの。

危
険
物
に
関
す
る
法
令
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LET'S
TRY! やってみよう！

問題1 法別表第１に危険物の品名として掲げられていないものは、次のうちどれか。
　１�．過酸化水素　　　２�．硫黄　　　３�．赤りん　　　４�．ナトリウム　　　５�．プロパン

問題2 法別表第１の性質欄に掲げる危険物の性状として、次のうち該当しないものはどれか。
　１．酸化性固体…過マンガン酸塩類
　２．可燃性固体…マグネシウム
　３．自然発火性物質及び禁水性物質…アルキルリチウム
　４．引火性液体…動植物油類
　５．自己反応性物質…過酸化水素

問題3 法別表第１に掲げる危険物の類別、性質及び品名の組合せで、次のうち正しいものはどれか。

類別 性質 品名
　１�． 第１類 酸化性液体 炭酸ナトリウム
　２�． 第２類 可燃性固体 マグネシウム
　３�． 第３類 自己反応性物質 四フッ化けい素
　４�． 第５類 自然発火性物質 ニトロ化合物
　５�． 第６類 禁水性物質 過酸化水素

問題4 法令上、危険物に関する説明について、次のうち誤っているものはどれか。
　１�．危険物とは、法別表第１の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に

掲げる性状を有するものをいう。
　２�．危険物の状態は、１気圧、温度 20℃において固体又は液体である。
　３�．危険物を含有する物品であっても、政令で定める試験において政令で定める性状を示さなけ

れば危険物に該当しない。
　４�．危険物の区分として、第１類から第６類までの６つの類に分けられている。
　５�．不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品は、危険物に該当する。

問題5 法に定める危険物について、次のうち正しいものはどれか。
　１�．危険物は、その特性により特類及び第１類～第７類の７種類に分類されている。
　２�．危険物は、それぞれの類ごとに甲種、乙種及び丙種の３つに分類されている。
　３�．危険物は、類の数が増すに従って危険度も大きくなる。
　４�．危険物の指定数量は、全国で同一である。
　５�．プロパン及び水素は、第４類の危険物に該当する。

危
険
物
に
関
す
る
法
令
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197模擬試験問題　第１回

模擬試験問題　第 1 回

危険物に関する法令（全１５問）

問題1　法に定める危険物の品名について、次のうち誤っているのはどれか。
　１�．二硫化炭素は、特殊引火物に該当する。
　２�．ジエチルエーテルは、第１石油類に該当する。
　３�．軽油は、第２石油類に該当する。
　４�．重油は、第３石油類に該当する。
　５�．シリンダー油は、第４石油類に該当する。

問題�２�　法令上、次の危険物を貯蔵している貯蔵所は、指定数量の何倍の危険物を貯蔵しているこ
とになるか。

　１．23.5 倍　　　　２．25.0 倍
　３．28.0 倍　　　　４．30.5 倍
　５．31.0 倍

・重油 200ℓ入りのドラム缶× 45 缶
・軽油 200ℓ入りのドラム缶× 50 缶
・ガソリン 18ℓ入りの缶× 150 缶

問題３　法令上、製造所等の変更許可を受けた場合の仮使用について、次のうち正しいものはどれか。
　１�．完成検査前に市町村長等の承認を受けて、製造所等の全部を使用した。
　２�．市町村長等の承認を受けて、完成した部分から使用した。
　３�．完成検査を受け、一部が不合格となったので、検査に合格した部分のみを市町村長等の承認

を受けて使用した。
　４�．完成検査前に市町村長等に届け出て、完成した部分から使用した。
　５�．完成検査前に、変更の工事に係る部分以外の部分の全部を市町村長等の承認を受けて使用した。

問題４　法令上、免状に関する説明として、次のうち誤っているものはどれか。
　１�．免状の記載事項に変更を生じたときは、居住地又は勤務地を管轄する市町村長に、その書換

えを申請しなければならない。
　２�．免状を亡失した場合は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に、その再交付を申請す

ることができる。
　３�．免状の再交付を受けた後、亡失した免状を発見した場合は、これを 10 日以内に免状の再交付

を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
　４�．免状の種類には、甲種、乙種及び丙種がある。
　５�．乙種危険物取扱者は免状に指定する類の危険物のみを取り扱うことができる。
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問題５　法令上、危険物施設保安員の業務に該当しないものは、次のうちどれか。
　１�．製造所等の構造及び設備を技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点

検を行うこと。
　２�．点検を行ったときは、点検を行った場所の状況及び保安のために行った措置を記録するとと

もに消防署長に報告すること。
　３�．製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管

理すること。
　４�．製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に

連絡するとともに、状況を判断して適当な措置を講ずること。
　５�．火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、

応急の措置を講ずること。

問題�６�　法令上、予防規程を定めなければならない製造所等と指定数量の組合せとして、次のうち
正しいものはどれか。

　　　 　ただし、鉱山保安法による保安規程又は火薬類取締法による危害予防規程を定めているも
のを除く。

　１．製造所……………………指定数量の倍数が５倍であるもの
　２．屋内貯蔵所…�……………指定数量の倍数が 100 倍であるもの
　３．屋内タンク貯蔵所………指定数量の倍数が 150 倍であるもの
　４．屋外貯蔵所………………指定数量の倍数が 100 倍であるもの
　５．一般取扱所………………指定数量の倍数が５倍であるもの

問題�７�　法令上、次の A ～ E の製造所等のうち、定期点検を行わなければならないもののみを掲げ
ているものはどれか。

　１�．ＡとＢ
　２�．ＢとＣ
　３�．ＣとＤ
　４�．ＤとＥ
　５�．ＥとＡ

Ａ�．第１種販売取扱所
Ｂ．屋内タンク貯蔵所
Ｃ．移動タンク貯蔵所
Ｄ．地下タンクを有する給油取扱所
Ｅ．簡易タンク貯蔵所

問題8�　法令上、製造所等のうち、学校及び病院等の建築物等から、一定の距離（保安距離）を保
たねばならない旨の規定が設けられていない施設は、次のうちどれか。

　１�．給油取扱所　　　２�．一般取扱所　　　３�．屋外タンク貯蔵所
　４�．屋外貯蔵所　　　５�．製造所

問題９�　法令上、灯油、軽油を貯蔵している３基の屋外貯蔵タンクで、それぞれの容量が 10,000ℓ、
30,000ℓ、60,000ℓのものを同一敷地内に隣接して設置し、この３基が共用の防油堤を造る
場合、この防油堤の最低限必要な容量として、次のうち正しいものはどれか。

　１．10,000ℓ　　　　２．30,000ℓ　　　　３．60,000ℓ
　４．66,000ℓ　　　　５．90,000ℓ
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