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３ 乙種第１類で出題された問題

【１�】危険物の類ごとに共通する性状について、次のＡ～Ｅのうち誤っているものの
組合せはどれか。［★］

　　Ａ ．第２類の危険物は不燃性の液体である。
　　Ｂ ．第３類の危険物の多くは、自然発火性と禁水性の両方の危険性を有する。
　　Ｃ ．第４類の危険物の多くは、電気の良導体である。
　　Ｄ ．第５類の危険物の多くは、燃焼速度が大きい。
　　Ｅ ．第６類の危険物は、有機物を酸化させる。

　１．ＡとＢ　　２．ＡとＣ　　３．ＢとＤ　　４．ＣとＥ　　５．ＤとＥ

【２�】危険物の類ごとに共通する性状について、次のうち正しいものはどれか。［★］
　１．第２類の危険物は着火または引火の危険性のある固体である。

　　２．第３類の危険物は水との接触により発熱し、発火する。
　　３．第４類の危険物は引火性であり、自然発火する。
　　４．第５類の危険物は酸素含有物質であり、酸化性が強い。
　　５．第６類の危険物は強酸であり、腐食性がある。

【３�】危険物の類ごとの性状について、次のＡ～Ｅのうち、正しいものはいくつあるか。
［★］

　　Ａ ．第２類の危険物は、いずれも着火または引火の危険のある固体の物質である。
　　Ｂ ．第３類の危険物は、いずれも酸素を自ら含んでいる自然発火性の物質である。
　　Ｃ ．第４類の危険物は、いずれも比重が１より大きく、酸素を含んでいる物質で

ある。
　　Ｄ ．第５類の危険物は、いずれも可燃性の固体で加熱、衝撃、摩擦等により発火

し爆発する。
　　Ｅ ．第６類の危険物は、いずれも不燃性の液体で、多くは腐食性があり皮膚をお

かす。
　１． １つ　　　２． ２つ　　　３． ３つ　　　４． ４つ　　　５． ５つ

【４�】危険物の類ごとの性状について、次のうち誤っているものはどれか。［★］
　１ ．第２類の危険物は、着火しやすく、燃焼すると有毒ガスを出すものもある。

　　２ ．第３類の危険物は、いずれも自然発火性を有する物質である。
　　３ ．第４類の危険物は、流動性があり、火災になった場合に拡大する危険性がある。
　　４．第５類の危険物の多くは酸素を自ら含み、自己燃焼性がある。
　　５．第６類の危険物は、酸化性液体である。
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▶▶解答＆解説…………………………………………………………………………………
【１】解答「２」（A・Cが誤り）
　Ａ．第２類の危険物は可燃性の固体である。
　Ｃ．第４類の危険物の多くは、電気の不良導体である。

【２】解答「１」
　２�．第３類の危険物は、自然発火性物質および禁水性物質で多くが両方の性質を示す。

しかし、すべてのものが水との接触により発熱し、発火するわけではない。黄リンは、
禁水性を示さない。

　３�．第４類の危険物は引火性であるが、乾性油を除き自然発火することはない。
　４�．第５類の危険物は自己反応性物質であり、多くが酸素を含有している。ただし、ア
ジ化ナトリウムNaN3 など、酸素を含有していないものもある。また、酸化性が強い
ものは、一部にすぎない。酸化性が強いのは、第１類と第６類の危険物である。

　５�．第６類の危険物は酸化性液体であり、腐食性がある。ただし、強酸であるとは限ら
ない。

【３】解答「２」（A・Eが正しい）
　Ｂ�．第３類の危険物は、自然発火性物質および禁水性物質である。
　Ｃ�．第４類の危険物は、比重が１より小さいものが多い。また、酸素を含んでいるものと、

含んでいないものがある。
　Ｄ�．第５類の危険物は自己反応性物質であり、固体と液体がある。ほとんどが可燃性で
ある。

【４】解答「２」
　１�．第２類の硫化リン、赤リンP、硫黄 Sは、燃焼するといずれも有毒ガスを出す。
　２�．第３類の危険物は、自然発火性物質および禁水性物質である。ほとんどは両方の性
質をもつが、禁水性のみを有する物質もある。

【５】解答「１」
　１�．第２類（可燃性固体）の危険物は無機物質が多い。しかし、引火性固体（固形アル
コールなど）は有機化合物である。

　２�．第３類の危険物は、自然発火性物質および禁水性物質である。ほとんどは両方の性
質をもつが、禁水性のみを有する物質もある。

　３�．第４類の危険物の比重は一般に１より小さいが、１より大きいもある。二硫化炭素
…1.3、クロロベンゼン…1.1、グリセリン…1.3 など。

　４�．第５類の危険物には、引火性を有するものもある。エチルメチルケトンパーオキサ
イドや硝酸メチル、硝酸エチルなどは引火性である。

　５�．第６類の危険物にはハロゲン間化合物など、水と激しく反応するものがある。

乙1･2･3･5･6類＠R3年版.indb   14乙1･2･3･5･6類＠R3年版.indb   14 2020/12/25   18:12:012020/12/25   18:12:01



118

５ 赤リンP

　第３類の危険物である黄リンを窒素中で250℃付近で長時間加熱すると、赤

リンになる。赤リンと黄リンは同素体である。赤リンは毒性がほとんどなく、マッ

チ箱の側薬、医薬品などの原料として使用されている。

★同素体とは★

【第二類…可燃性個体】

第２類の危険物は可燃性の固体で、結晶 ・ 粉末 ・ ゲル状のものがある。

固体

結晶 粉末 ゲル状

同素体とは、同じ元素からなる単体で性質が異なるもの同士をいう。
リンＰ以外にも、炭素Ｃ、酸素Ｏ、硫黄Ｓに同素体がある。

元素 同素体の例 特徴
炭素
Ｃ

ダイヤモンド 無色透明で、きわめて硬い。電気を通さない。
黒鉛
（グラファイト）

やわらかく、薄くはがれやすい。電気を通す。鉛筆の芯
に使われている。

酸素
Ｏ

酸素 無色・無臭の気体。
オゾン 淡青色で独特なにおいがあり、有毒な気体。

硫黄
Ｓ

斜方硫黄 常温で最も安定。ゆっくり加熱すると、単斜硫黄になる。
単斜硫黄 常温で放置すると、やがて斜方硫黄になる。
ゴム状硫黄 黒褐色になることが多いが、純度が高ければ黄色になる。

ゴムに似た弾性がある。

形状 ▪赤褐色または紫色の粉末。

性質

　2.1 ～ 2.2
　約 590℃（43 気圧下）
　260℃

▪ 水、二硫化炭素、ベンゼン等の有機溶媒、エーテルに溶けない。
▪無臭であり、毒性はほとんどない（黄リンは強い毒性をもつ）。
▪約 400℃に加熱すると昇華する。
▪黄リンを窒素中で約 250℃に加熱すると赤リンが生成する。

危険性

▪ 黄リンに比べて安定（不活性）である。
▪ 赤リンは黄リンからつくられるため、微量の黄リンを含んだも

のがある。純粋な赤リンは、空気中に放置しても自然発火しない。
▪ 燃焼すると、有毒なリン酸化物（十酸化四リン P4O10 など）を

生じる。P4O10 は常温常圧で白い固体である。
▪ 粉じん爆発することがある。

貯蔵・取扱い ▪塩素酸カリウム KClO3 などの酸化剤とは隔離する。

消火方法 ▪大量の注水により冷却消火する。

その他 ▪マッチ箱の側薬、肥料等の原料に用いられる。
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８ 第６類危険物まとめ

◆第６類危険物の特徴◆　　　　　　 試験前にチェック！

★酸化性の液体　　　　★不燃性（自らは燃えない）　　　　★無機化合物
★�蒸気は有毒で腐食性がある　　　　　★直射日光を避ける
★強酸化剤で還元剤とよく反応する
★ハロゲン間化合物は酸素を含まない　　　　　★ハロゲン間化合物は注水厳禁

　◆物品別重要ポイント◆
※水…泡・強化液含む水系消火剤 ／ 二…二酸化炭素消火剤 ／ ハ…ハロゲン化物消火剤
　／ 粉…粉末消火剤（△＝リン酸塩類使用のものは○、炭酸水素塩類のものは×）
　なお、“乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩”による窒息消火は全てに対応する。

物品名 消火 貯蔵 性質（一部抜粋）

過塩素酸

水 ○
ガラスやポリエチ
レンの容器を密栓
金属製は×

★ 刺激臭のある無色の液体
★ 加熱により、腐食性のヒューム（塩化水素など）を生じる
★ 可燃性物質（紙・おがくず・木片等）、還元性物質、有機物（ア

ルコール等）、強塩基（アルカリ）と反応し発火、爆発の
おそれがある

二 ×

ハ ×

粉 △

過酸化水素

過塩素酸
と同様

容器には通気孔を
設ける
 塩化ビニール、ス
テンレスを使用

★ 刺激臭のある無色の液体
★水やエタノールによく溶ける
★分解しやすい（水と酸素に分解され、熱を持つ）
★濃度の高いものは皮膚、粘膜をおかす
★強い酸化剤に対しては還元剤としても作用する

硝酸

 褐色ビン、ステン
レス鋼、アルミニ
ウム製の密栓容器
を使用する

（ただし、希硝酸の
場合は×）

★ 刺激臭のある無色の液体
★ 銅、銀、水銀などとも反応し、希硝酸では一酸化窒素、濃

硝酸では二酸化窒素を発生する
★ 希釈する場合は水に濃硝酸を滴下する
★ 硫化水素、ヨウ化水素、アセチレン、二硫化炭素、アミン類、

ヒドラジンなどとの接触で、発火、爆発するおそれがある

発煙硝酸 ★ 刺激臭のある赤～赤褐色の液体、硝酸より酸化力が強い

三フッ化臭素

水 ×

容器を密栓（禁水）
ガラス、陶器製は
×

★ 揮発性があり、安定はしないが爆発もしない
★空気中で発煙する
★可燃性物質との接触で熱をもつ
★水と激しく反応し、猛毒で腐食性のフッ化水素を生じる
★加熱分解し、フッ化物などの有毒ガスを発生する。

二 ×

ハ ×

粉 △

五フッ化臭素 三フッ化
臭素
と同様

★水と反応し、フッ化水素などを生じる

五フッ化ヨウ素
★ 反応性に冨み、多くの金属や非金属と反応してフッ化物を

生じる
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