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本 書 の 構 成
◎�本書は、2018 ～ 2013年中に実施された甲種危険物取扱者試験の問題とそのテキス

ト及び解説をまとめたものです。

◎�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、①新問、②「ほぼ同じ問題」を１つにまとめた問題、③今後出題される

可能性が高いと考えられる問題、をまとめて収録しています。この結果、本書の収

録問題は649問となっています。なお、甲種１回分の試験問題は、合計45問です。

◎�問題の最後に付いている［★］マークは、出題頻度が高い問題であることを表して

います。

◎�甲種に限らず、危険物取扱者試験の問題は公表されていません。小社では、複数の

受験者に依頼して過去問題を組み立てました。従って、内容が一部異なっている可

能性もあります。

◎�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

要最低限の内容をテキストとしてまとめてあります。

◎�また、過去問題の後に「正解＆解説」として、小社による正解と、その問題文がな

ぜ誤っている内容であるのか等をまとめました。

◎�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、更に細かく項目を分

けました。具体的には次のとおりです。

　　①第１章　危険物に関する法令……………………………… 45項目
　　②第２章　物理学・化学……………………………………… 34項目
　　③第３章　危険物の性質と火災予防・消火の方法………… 17項目

◎�項目ごとにまとまっているので頭の中で整理しやすく、「覚える」→「問題を解く」

→「正解・解説を確認する」→「覚える」を繰り返すことで、意識せずに覚え、解

くことができます。また、何度もチャレンジすることで、試験合格が可能となります。

◎�過去問題ごとに、チェックマーク（� �）をつけています。その問題を理解できて

いるか、記憶できているか、その確認にご利用ください。

◎�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。

2019年５月　公論出版�編集部
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受験の手引き
■甲種危険物取扱者
◎�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、危険物を取り扱うために

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。

◎�このうち甲種は、全ての危険物を貯蔵しまたは取扱うことができます。

◎�甲種の受験にあたり、いくつかの資格が必要となります。例えば、次の４種類以上

の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者は、受験資格があります。

第１類　または　第６類 第２類　または　第４類 第３類 第５類

■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30分

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 20 問

◎�合格基準は、試験科目ごとの成績が、それぞれ60％以上としています。従って、「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」は６問以上、

「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」は12問以上正解しなくてはな

りません。従って、例えば法令の正解が８問である場合、その他の科目がたとえ満

点であっても、不合格となります。

■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、各都道府県に設けられているセンターの支

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
■法律と政令・規則の関係
◎�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

及び政令の更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」といった場合、「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制」の全体を表す。また、単に「法」、「政令」、

「規則」といった場合、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。従って、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）。



第
１
章

危
険
物
に
関
す
る
法
令

6

２ 法令で定める危険物
■危険物の分類
◎�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の性質欄に掲げる性状

を有するものをいう。

　※�従って、品名欄に掲げる物品であっても、性質欄に掲げる性状を有していないも

のは、危険物に該当しない。

◎�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。

◎�危険物は全て固体または液体であり、気体は含まない。この場合の液体とは、１気
圧・温度20℃において、液状であるものをいう（法令の原文では「液体」を更に

細かく定義している）。従って、水素ガスやプロパンガスは１気圧・20℃で気体で

あるため、消防法で定める「危険物」には該当しない。

〔消防法…別表第１〕
類別 性　質 品　名

第
１
類

酸化性固体

１．塩素酸塩類
２．過塩素酸塩類
３．無機過酸化物
４．亜塩素酸塩類
５．臭素酸塩類
６．硝酸塩類
７．ヨウ素酸塩類
８．過マンガン酸塩類
９．重クロム酸塩類
10．その他のもので政令で定めるもの
　　（過ヨウ素酸塩類、過ヨウ素酸など）
11．前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第
２
類

可燃性固体

１．硫化りん
２．赤りん
３．硫黄
４．鉄粉
５．金属粉（アルミニウム粉、亜鉛粉）
６．マグネシウム
７．その他のもので政令で定めるもの（未制定）
８．前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
９．引火性固体
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類別 性　質 品　名

第
３
類

自然発火性物質
及び禁水性物質

（固体または液体）

１．カリウム
２．ナトリウム
３．アルキルアルミニウム
４．アルキルリチウム
５．黄りん
６ ．アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く）及びアル

カリ土類金属
７ ．有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキルリチ

ウムを除く）
８．金属の水素化物
９．金属のりん化物
10．カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
11．その他のもので政令で定めるもの（塩素化ケイ素化合物）
12．前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第
４
類

引火性液体

１．特殊引火物
２．第１石油類
３．アルコール類
４．第２石油類
５．第３石油類
６．第４石油類
７．動植物油類

第
５
類

自己反応性物質
（固体または液体）

１．有機過酸化物
２．硝酸エステル類（硝酸メチル・ニトロセルロース等）
３．ニトロ化合物
４．ニトロソ化合物
５．アゾ化合物
６．ジアゾ化合物
７．ヒドラジンの誘導体
８．ヒドロキシルアミン
９．ヒドロキシルアミン塩類
10．その他のもので政令で定めるもの
　　（金属のアジ化物、硝酸グアニジンなど）
11．前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第
６
類

酸化性液体

１．過塩素酸
２．過酸化水素
３．硝酸
４．その他のもので政令で定めるもの
　　（ハロゲン間化合物）
５．前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
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備考
 １…．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、又は衝撃に対す

る敏感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

すものをいう。ただし、固体とは液体（１気圧において、温度20℃で液状

であるもの又は温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるものをい

う。以下同じ。）又は気体（１気圧において、温度20℃で気体状であるもの

をいう。以下同じ。）以外のものをいう。

 ３…．鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除

く。総務省令で定めるものは、目開きが53μmの網ふるいを通過するものが

50％未満のものとする。

 ５…．金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外

の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。総務省

令で定めるものは、銅粉、ニッケル粉及び目開きが150μmの網ふるいを通

過するものが50％未満のものとする。

　 ※�アルカリ金属は、周期表１族に属する金属で、リチウム、ナトリウム、カ

リウムなど。また、アルカリ土類金属は、周期表２族のうち、カルシウム

などが該当。

 ７…．引火性固体とは、固形アルコールその他１気圧において引火点が40℃未
満のものをいう。

10…．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、１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を

いう。

18…．自己反応性物質とは、固体又は液体であって、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又は加熱分解の

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

ものをいう。

21…．この表の性質欄に掲げる性状の２以上を有する物品の品名は、総務省令
（危則第１条の４）で定める。

■危険物の試験
◎�危険物であるか否かは、危険物の類ごとに危険性を有しているかどうかの試験を行

うことにより判定する。
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〔政令で定める類ごとの性状と試験方法〕
類 性状・危険性 試験方法

１

粉粒状
酸化力の潜在的な危険性 燃焼試験

衝撃に対する敏感性 落球式打撃感度試験

粉粒状
以外

酸化力の潜在的な危険性 大量燃焼試験

衝撃に対する敏感性 鉄管試験

２
火炎による着火の危険性 小ガス炎着火試験

引火の危険性 引火点測定試験

３
空気中での発火の危険性 自然発火性試験

水と接触して発火または可燃性ガスを発生する危険性 水との反応性試験

４ 引火の危険性 引火点測定試験

５
爆発の危険性 熱分析試験

加熱分解の激しさ 圧力容器試験

６ 酸化力の潜在的な危険性 燃焼試験

▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】法別表第１に掲げる危険物の類別、性質及び品名の組み合わせで、次のうち

誤っているものはどれか。

　　　　�類別　　　　　性質　　　　　　�品名

　１�．第１類　　　酸化性固体　　　　過塩素酸

　　２．第２類　　　可燃性固体　　　　赤りん

　　３．第４類　　　引火性液体　　　　特殊引火物

　　４．第５類　　　自己反応性物質　　ニトロ化合物

　　５．第６類　　　酸化性液体　　　　硝酸

【問２】法令上、危険物に関する記述について、次のうち誤っているものはどれか。

［★］

　１�．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�．酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自

己反応性物質、酸化性液体に分類されている。

　　３．危険物の性質により第１類から第６類に分類されている。

　　４�．１気圧において、温度０℃で固体または液体の状態であるものと定義されて

いる。

　　５．法別表第１に掲げる品名のほか、政令で定められている品名がある。
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【問３】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、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４】法別表第１の備考には、危険物として規制される金属粉の範囲について明記

されている。次のうち金属粉に該当するものはいくつあるか。ただし、いずれも

目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50％以上のものとする。

・ニッケル粉　　　・アルミニウム粉　　　・亜鉛粉　　　・銅粉

　１．なし　　　２．１つ　　　３．２つ　　　４．３つ　　　５．４つ

【問５】法別表第１に掲げる危険物の品名と類別について、次のうち誤っているもの

はどれか。

　１．硝酸塩類は第１類に該当する。

　　２．有機過酸化物は第６類に該当する。

　　３．動植物油類は第４類に該当する。

　　４．アルキルアルミニウムは第３類に該当する。

　　５．ヒドロキシルアミン塩類は第５類に該当する。

【問６】法別表第１に掲げる危険物の品名と類別について、次のうち誤っているもの

はどれか。

　１�．マグネシウムは第２類に該当する。

　　２．ジアゾ化合物は第５類に該当する。

　　３．過塩素酸は第６類に該当する。

　　４．無機過酸化物は第１類に該当する。

　　５．ヒドロキシルアミンは第３類に該当する。
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【問７】Ａ欄の危険物が属する類の性状をB欄に掲げたが、この組み合わせで誤って

いるものは、次のうちどれか。

� � 　　　Ａ　　　　　　　　　　　　Ｂ

　１．過塩素酸塩類　　　　すべて酸化性固体である。

　　２．亜鉛粉　　　　　　　すべて可燃性固体である。

　　３．炭化カルシウム　　　すべて禁水性物質である。

　　４．ピリジン　　　　　　すべて引火性液体である。

　　５．ニトロセルロース　　すべて自己反応性物質である。

【問８】法令上、次の文のＡ～Ｃに当てはまる語句の組み合わせとして、次のうち正

しいものはどれか。

　　�　「自己反応性物質とは、（Ａ）であって、（Ｂ）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（Ｃ）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をいう。」

� � 　　　Ａ　　　　　 Ｂ　　　Ｃ

　１．固体　　　　　　　発火　　発熱

　　２．固体または液体　　発火　　加水

　　３．固体　　　　　　　着火　　加熱

　　４．固体または液体　　爆発　　加熱

　　５．固体　　　　　　　爆発　　発熱

【問９】法令上、次の文のＡ～Ｃに当てはまる語句の組み合わせとして、次のうち正

しいものはどれか。

　　�　「引火性固体とは、（Ａ）その他1気圧において引火点が（Ｂ）℃（Ｃ）のもの

をいう。」

� � 　　　Ａ　　　　　�Ｂ　　 Ｃ
　１．黄りん　　　　　　20　　以上

　　２．固形アルコール　　30　　未満

　　３．ゴムのり　　　　　30　　未満

　　４．固形アルコール　　40　　未満

　　５．ゴムのり　　　　　50　　未満
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【問10】法別表第１備考で定めるものとして、次のうち誤っているものはどれか。

［★］

　１�．液体とは、１気圧において、温度 20℃で液状であるものまたは温度 20℃を

超え 40℃以下の間において液状となるものをいう。

　　２�．引火性固体とは、ゴムのりその他１気圧において引火点が 21℃未満のもの

をいう。

　　３．固体とは、液体または気体以外のものをいう。

　　４�．第１石油類とは、アセトン、ガソリンその他１気圧において引火点が 21℃

未満のものをいう。

　　５．気体とは、１気圧において、温度 20℃で気体状であるものをいう。

【問11】法別表第１で定める引火性液体について、次の文の（　）内のＡ～Ｄに当

てはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

　　�　「引火性液体とは、液体（（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）にあっては、１気圧において、

温度（Ｄ）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をいう。」

� 　　　A　　　　　　　Ｂ　　　　　 Ｃ　　　　�Ｄ

　１�．アルコール類　　第３石油類　　第４石油類　　20℃

　　２．アルコール類� 第４石油類　　動植物油類　　20℃

　　３．アルコール類� 第４石油類　　動植物油類　　40℃

　　４．第３石油類� 第４石油類　　動植物油類　　20℃

　　５．第３石油類� 第４石油類　　動植物油類　　40℃

正解＆解説………………………………………………………………………………………
問１…正解１
　　１�．過塩素酸は液体であり、第６類（酸化性液体）である。第１類の品名にあるのは、

「過塩素酸塩類」である。
問２…正解４
　　４�．危険物とは、１気圧において温度20℃で固体または液体であるものをいう。
　　５�．法別表第１では、各類（第４類除く）ごとに「その他のもので政令で定めるもの」

という規定が加えられている。この規定により、法律（消防法）を改正せずに政令
で新たに危険物を追加指定することができる。

問３…正解５
　　３�．法別表第１の備考では、「性質」で示されているそれぞれに対し、「～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」と定め
ている。

　　５．設問の製品は、別表第１のいずれにも該当しない。
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問４…正解３
　　�　備考５で金属粉が定義されている。銅粉とニッケル粉が除外されることから、危険
物の金属粉に該当するのは、アルミニウム粉と亜鉛粉となる。

問５…正解２
　　１�．硝酸そのものも酸化力が強いが、硝酸塩類も一般に酸化力が強く、第１類の危険

物に指定されている。
　　２�．有機過酸化物には、過酸化ベンゾイル（C6H5CO）2O2や過酢酸CH3COOOHが

あり、第５類の自己反応性物質に該当する。
問６…正解５
　　５�．ヒドロキシルアミン塩類として、硫酸ヒドロキシルアミン（NH2OH）2・H2SO4

があり、第５類に該当する。
問７…正解３
　　１�．過塩素酸塩類は、第１類（酸化性固体）である。
　　２．亜鉛粉（金属粉）は第２類（可燃性固体）である。
　　３�．炭化カルシウム（カルシウムの炭化物）は第３類（自然発火性物質及び禁水性物質）

である。
　　４．ピリジン（第１石油類・水溶性液体）は第４類（引火性液体）である。
　　５．ニトロセルロース（硝酸エステル類）は第５類（自己反応性物質）である。
問８…正解４　　法別表第１備考18。
問９…正解４　　法別表第１備考７。
問10…正解２
　　１＆３＆５．備考１。
　　２�．備考７。引火性固体とは、固形アルコールその他１気圧において引火点が40℃未

満のものをいう。
　　４．備考12。備考11～ 17は「３．第４類危険物の品名」14P参照。
問11…正解４　　法別表第１備考10。
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