
1

本 書 の 構 成本 書 の 構 成

◎�本書は、令和３年～平成29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・化学………………………………………… 35項目
　　③第３章　危険物の性質・火災予防・消火の方法………… 17項目

◎�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703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。また、［編］は、２つの類似問題を編集部で１つの問題にまとめたもので

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、記述のしかたが実際の試験

と一部異なっている場合もあります。

◎�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。

令和３年12月　公論出版�編集部
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受験の手引き受験の手引き

■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、または取り扱う化学工場、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、または取り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、または取り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（法令） 15 問

物理学及び化学（物化） 10 問

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法（性消） 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、「物理学及び化学」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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２２ 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。

◎�法別表第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
（規則第１条の４）で定める。
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■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。

〔政令で定める類ごとの性状と試験方法〕

類
別 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

■複数性状物品の属する品名
◎�法別表第１の性質欄に掲げる性状の２以上を有する物品（複数性状物品）の属する

品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。

１ ．複数性状物品が酸化性固体（第１類）の性状及び可燃性固体（第２類）の性状
を有する場合…法別表第１第２類の項第８号に掲げる品名

２ ．複数性状物品が酸化性固体（第１類）の性状及び自己反応性物質（第５類）の
性状を有する場合…法別表第１第５類の項第 11 号に掲げる品名

３ ．複数性状物品が可燃性固体（第２類）の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物
質（第３類）の性状を有する場合…法別表第１第３類の項第 12 号に掲げる品名

４ ．複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質（第３類）の性状並びに引火性液
体（第４類）の性状を有する場合…法別表第１第３類の項第 12 号に掲げる品名

５ ．複数性状物品が引火性液体（第４類）の性状及び自己反応性物質（第５類）の
性状を有する場合…法別表第１第５類の項第 11 号に掲げる品名
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▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】法令上、次の文の（　）内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。

　　�　「法別表第１の性質欄に掲げる性状の２以上を有する物品（複数性状物品）の

属する品名は、規則で定められている。複数性状物品が、酸化性固体の性状及

び可燃性固体の性状を有する場合は、法別表第１（　）の項第８号に掲げる品

名とされる。」

　１．第１類� 　　２．第２類� 　　３．第３類

　　４．第５類� 　　５．第６類

【問２】法令上、次の文の（　）内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。

　　�　「法別表第１の性質欄に掲げる性状の２以上を有する物品（複数性状物品）の

属する品名は、規則で定められている。複数性状物品が、酸化性固体の性状及

び自己反応性物質の性状を有する場合は、法別表第１（　）の項第 11 号に掲げ

る品名とされる。」［★］
　１�．第１類�　　２．第２類�　　３．第３類

　　４．第５類�　　５．第６類

【問３】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４】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 12】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 13】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２
問２…正解４
問３…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４…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。
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１１ 燃焼の化学
■燃焼の定義
◎�物質が酸素と化合することを酸化という。そして、酸化の結果、生成された物質を

酸化物という。例えば、炭素は酸素と化合すると二酸化炭素になる。この場合、炭

素は酸化されて酸化物の二酸化炭素に化学変化することになる。

◎�酸化反応のうち、化合が急激に進行して著しく発熱し、しかも発光を伴うことがあ

る。このように、熱と発光を伴う酸化反応を燃焼という。

◎�酸化反応であっても、吸熱反応を示すものは、燃焼とはいわない。

例：N2 ＋（1/2）O2 ＝ N2O － 74kJ
　  （1/2）N2 ＋（1/2）O2 ＝ NO － 90kJ

■無炎燃焼
◎�燃焼には火炎を有する有炎燃焼と、火炎を有しない無炎燃焼がある。無炎燃焼は燻

くん

焼
しょう

ともいい、多量の発煙を伴い、一酸化炭素などを発生するおそれがある。

◎�無炎燃焼は、たばこや線香にみられる。次の特徴がある。

①固体の可燃性物質特有の燃焼形態である。
②酸素の供給量が増加することにより有炎燃焼に移行することがある。
③ 熱分解による可燃性気体の発生速度が小さい場合や、雰囲気中の酸素濃度が

低下した場合など、火炎は維持できないが、表面燃焼は維持できる場合に起
こる。

■燃焼の三要素
◎�燃焼の三要素とは、燃焼が起こるための次の要素をいい、どれか１つでも欠けると

燃焼は起こらない。

①可燃性物質 ②酸素供給体（空気、酸素含有物など） ③点火源（熱源）

◎…可燃物は火をつけるとよく燃える物質で、水素、一酸化炭素、硫黄、木材、石炭、

ガソリン、プロパンなどがある。

◎…ただし、すでに酸素と化合して、もはや化合されない物質は可燃物とはならない。

例えば、二酸化炭素 CO2 はこれ以上酸化されることがないため、可燃物とはなら

ない。ただし、一酸化炭素 CO は更に酸化して燃焼するため、可燃物となる。

◎�酸素供給源は空気の他、第１類の危険物（酸化性固体）や第６類の危険物（酸化性

液体）が挙げられる。

◎�点火源（熱源）については、いったん燃焼が始まると、燃焼している高温の部分が

点火源のはたらきをするため必要なくなる。可燃性物質と酸素供給源の２つだけで

燃焼は継続する。
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■燃えやすい要素
◎�酸化されやすいもの（水素や炭素など）。

◎�空気との接触面積が大きいもの（金属粉など）。

◎�発熱量（燃焼熱）が大きいもの。

　※燃焼熱は、１mol（モル）の物質が完全燃焼するときの反応熱である。
　　C（黒鉛）＋O2＝CO2＋ 395kJ

◎�可燃性蒸気を発生しやすいもの（液体のガソリンや固体の硫黄）。

◎�熱伝導率が小さいもの（保温効果が良く、熱が蓄積されやすい）。

　※�熱伝導率は、熱伝導の度合いを示す数値で、金属は熱をよく伝導するため熱伝導率が
高い。液体、気体の順に、熱伝導率は小さくなる。

◎�沸点が低いもの（気化して蒸気を発生しやすい）。

◎�乾燥しているもの、含水量が低いもの（木材は湿っていると燃えにくい）。

◎�周囲の温度が高い（温度が高いと酸化の反応が速くなる）。

◎…酸素濃度が高くなる（空気中には酸素が約 21％含有されている。これより酸素濃

度が高くなるほど燃焼は激しくなる。また、多くの可燃物は酸素濃度が 14～ 15
％以下になると燃焼を継続できなくなる）。

◎�活性化エネルギーが小さいもの。活性化エネルギーとは、化学反応を起こさせるた

めの活性化に必要な最小のエネルギーをいい、小さいほど、反応物が活性化状態に

なるまでの時間が短くなる。

◎�熱容量とは、物質の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量をいい、比熱とは、物質

１g の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量をいう。どちらも小さいほど少ない熱

量で物質の温度が上がるため、燃焼しやすくなる。

■燃焼の難易に直接関係しないもの
◎…体膨張率（物質の温度を１℃上げたときの体積の増加量と元の体積の比）。

◎�蒸発熱（液体１g が蒸発するときに吸収する熱量で、気化熱ともいう）。

■爆発
◎�爆発とは、急激な燃焼反応、その他の原因により気体の急膨張が起こる現象である。

◎�爆発には、気体や液体の膨張・相変化などの物理変化が圧力の発生源になる「物理

的爆発」と、物質の分解・燃焼などの化学変化によって圧力が上昇する「化学的爆

発」がある。

物理的爆発
高圧ガス容器の破損による爆発、水蒸気爆発、
容器内に充満したガスや液体の熱膨張による爆発

化学的爆発 ガス爆発、粉塵爆発、蒸気雲爆発
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■ガスの分解爆発
◎�アセチレン、エチレン、酸化エチレン等のように、分子が分解する際に多量の熱を

発生し、ガスは、たとえ空気等の支燃性（助燃性）ガスが存在せず、単一成分であ

っても火花、加熱、衝撃、摩擦などにより分解爆発を起こす。

例１：アセチレン……　C2H2 ＝ 2C ＋ H2 ＋ 227kJ
例２：エチレン………　C2H4 ＝ C ＋ CH4 ＋ 127kJ
例３：酸化エチレン…　C2H4O ＝ CO ＋ CH4 ＋ 134kJ

■燃焼の抑制
◎�可燃物が燃焼（酸化）するのを抑制するはたらきがあるものに、ハロゲンがある。

◎�ハロゲンは、フッ素 F、塩素 Cl、臭素 Br、ヨウ素 I などの元素をいい、いずれも

陰イオンになりやすく、強い酸化作用がある。

▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】燃焼について記述した次の文章の下線部分（Ａ）～（Ｃ）のうち、誤ってい

るもののみをすべて掲げているものはどれか。

　　�　「燃焼とは、一般に（Ａ）熱と光の発生を伴う（Ｂ）分解反応のことをいう。

燃焼が始まるためには、原則として可燃物、（Ｃ）酸素供給源、点火源の３つが

同時に存在することが必要である。」

　１．Ｂ　　　　　　　２．Ｃ　　　　　　　３．Ａ、Ｂ　

　　４．Ａ、Ｃ　　　　　５．Ａ、Ｂ、Ｃ

【問２】無炎燃焼に関する説明として、次のＡ～Ｅのうち、誤っているものの組み合

わせはどれか。
　　Ａ．有炎燃焼に拡大することはない。

　　Ｂ．可燃性の単位質量あたりの煙の発生量は、有炎燃焼より少ない。

　　Ｃ．くん焼と呼ばれることがある。

　　Ｄ�．有炎燃焼が維持できない低い酸素濃度の環境下でも、燃焼反応を維持できる

場合がある。

　　Ｅ．毒性の高い煙等が発生するおそれがある。

　１�．ＡとＢ　　　　　２．ＡとＤ　　　　　３．ＢとＥ

　　４．ＣとＤ　　　　　５．ＣとＥ
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　１．１つ　　　２．２つ　　　３．３つ　

　　４．４つ　　　５．５つ

【問９】次の組合せのうち、燃焼の三要素がそろっているものはどれか。

１． 塩素酸カリウム 酸素 紫外線

２． ナトリウム 水素 打撃火花

３． 過酸化水素 空気 炎

４． 二硫化炭素 窒素 赤外線

５． 硝酸メチル 空気 静電気火花

▌正解＆解説……………………………………………………………………………………
問１…正解１
　　Ｂ．「分解反応」⇒「酸化反応」。
問２…正解１
　　Ａ．酸素の供給量が増えると、有炎燃焼に拡大することがある。
　　Ｂ�．煙の発生量は、無炎燃焼の方が多い。煙の成分は、多くが燃焼物から分離した炭

素（すす）である。有炎燃焼では燃焼温度が高く、炭素は二酸化炭素となるが、無
炎燃焼では炭素が分離して煙となる。

　　Ｅ．無炎燃焼では、不完全燃焼により毒性の高い一酸化炭素COが多く発生する。
問３…正解５
　　１�．「無炎燃焼」は、炎が立たない燃焼で、線香やたばこが該当する。固体の可燃性

物質特有の燃焼形態である。
　　４�．アセチレンC2H2は、高圧下で空気または酸素と混合しなくても、火花、加熱、

衝撃、摩擦などによって爆発的に自己分解（分解爆発）して、炭素と水素になるこ
とがある。

　　５�．一般に完全燃焼した酸化物は、それ以上、酸化反応が起きないため、可燃物とは
ならない。

問４…正解２
　　２�．燃焼するときの化学反応は、すべて発熱反応である。
　　３�．水蒸気爆発は、水が熱せられて急激に気化し、高温・高圧の水蒸気となることに

よって引き起こされる爆発現象である。
　　５�．爆発には、気体や液体の膨張・相変化などの物理変化が圧力の発生源になる「物

理的爆発」と、物質の分解・燃焼などの化学変化によって圧力が上昇する「化学的
爆発」がある。
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２２ 危険物の類ごとの性状
■第１類～第６類の性質と危険性

類別 性質（燃焼性） 状態 主な性質と危険性

第
１
類

酸化性固体
（不燃性）

固体

① 比重は１より大きい。
②衝撃や摩擦に不安定である。
③ 酸化性が強く、他の物質を強く酸化させる。可燃物

との接触・混合は爆発の危険性がある。
④ 物質そのものは燃焼しない（不燃性）。
⑤ 多量の酸素を含有しており、加熱すると分解して酸

素を放出する。
⑥多くは無色または白色である。

第
２
類

可燃性固体
（可燃性）

固体

①酸化されやすい（燃えやすい）。
② 火炎により着火しやすい、または比較的低温（40℃

未満）で引火しやすい。
③ 引火性固体（固形アルコールなど）の燃焼は主に蒸

発燃焼である。
④一般に比重は１より大きく、水に溶けない。

第
３
類

自然発火性物質
及び禁水性物質

（可燃性、一部不燃性）

固体
液体

① 空気にさらされると自然発火するものがある。
② 水と接触すると発火または可燃性ガスを発生する

ものがある。
③多くは、自然発火性と禁水性の両方の性質をもつ。
　（ 例外として、リチウムは禁水性、黄りんは自然発

火性のみの性質をもつ）
④多くは、金属または金属を含む化合物である。

第
４
類

引火性液体
（可燃性）

液体

① 引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれ
のあるものがある。

② 蒸気比重は１より大きく、蒸気は低所に滞留する。
③ 多くは液比重が１より小さく、水に溶けないものが

多い。
④ 非水溶性のものは電気の不良導体のため静電気を

蓄積しやすい。

第
５
類

自己反応性物質
（可燃性）

固体
液体

①比重は１より大きい。
②内部（自己）燃焼する物質が多い。
③加熱すると爆発的に燃焼する（燃焼速度が速い）。
④ 多くが分子内に酸素を含有しており、酸素がなくて

も自身で酸素を出して自己燃焼する。
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第
６
類

酸化性液体
（不燃性）

液体

①比重は１より大きい。
② 物質そのものは燃焼しない（不燃性）。
③他の物質を強く酸化させる（強酸化剤）。
④ 酸素を分離して他の燃焼を助けるものがある。
⑤ 多くは腐食性があり、蒸気は有毒。

▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】危険物の類ごとの一般的性状について、次のうち正しいものはどれか。［★］
　１�．第１類の危険物は、酸化性の液体または固体で、分子中に他の物質を酸化す

る酸素を含有し、周囲の可燃物の燃焼を促進する。

　　２�．第２類の危険物は、自己反応性物質で、比較的低い温度で分解し、爆発的に

燃焼する。

　　３．第３類の危険物は、禁水性または自然発火性もしくは両方の性質がある。

　　４�．第５類の危険物は、引火性の固体で、比較的低温で引火し、燃焼速度が大き

い物質である。

　　５�．第６類の危険物は、還元性の液体であるが、加熱、衝撃、摩擦により爆発的

に燃焼する。

【問２】危険物の類ごとの一般的性状について、次のうち正しいものはどれか。

　１�．第１類の危険物の多くは、黄色の固体である。

　　２�．第３類の危険物の多くは、非金属の単体、または金属を含まない化合物であ

る。

　　３．第４類の危険物の多くは、酸化力が強い液体である。

　　４．第５類の危険物の多くは、酸素を含む化合物である。

　　５．第６類の危険物の多くは、引火性を有する。

【問３】危険物の類ごとの性状として、次のうち誤っているものはどれか。

　１�．第１類の危険物は、いずれも酸化性の固体であり、潮解性を有するものがあ

る。

　　２�．第３類の危険物は、いずれも自然発火性または禁水性の物質であり、それら

の両方の性質を有するものもある。

　　３�．第４類の危険物は、いずれも引火性の液体であり、有毒な蒸気を発生するも

のがある。

　　４�．第５類の危険物は、いずれも燃焼速度が大きく、その多くは、分子内に含ま

れる酸素により自己燃焼する。

　　５�．第６類の危険物は、いずれも分子内に酸素を含有しており、周囲の可燃物を

燃焼させる。
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▌正解＆解説……………………………………………………………………………………
問１…正解３
　　１．第１類の危険物は、酸化性の固体であり、液体は含まない。
　　２�．第２類の危険物は、可燃性の固体である。自己反応性物質は、第５類の危険物で

ある。
　　４．第５類の危険物は、自己反応性物質であり、固体のものと液体のものがある。
　　５．第６類の危険物は、酸化性の液体であり、そのものは不燃性である。
問２…正解４
　　１�．第１類の危険物の多くは、無色または白色の固体である。
　　２．第３類の危険物の多くは、金属または金属を含む化合物である。
　　３．酸化力の強い液体というのは、第６類の危険物の特徴である。
　　５．第６類の危険物は不燃性である。引火性を有するのは、第４類の危険物である。
問３…正解５
　　５�．第６類の危険物のハロゲン間化合物など、酸素を含有していないものもある。

問４…正解３
　　３�．第３類の危険物は、比重が１より大きいものと１より小さいものがある。
問５…正解１
　　１�．「引火しやすい有機物」とは、引火性固体である。
　　２�．自然発火性と禁水性の両方の危険性をもたないものもある。具体的には、自然発

火性のみを有する黄リンP4がある。
　　３�．第４類の危険物は、比重が１より小さいものが多い。比重が１より大きいものと

して、二硫化炭素CS2…比重1.3、グリセリンC3H5（OH）3…比重1.3などがある。
　　４�．第５類の危険物は、引火性のものがある。具体的には、硝酸メチルCH3NO3や硝

酸エチルC2H5NO3、過酢酸CH3COOOHなど。
　　５�．第６類の危険物のうち、ハロゲン間化合物は水と激しく反応する。
問６…正解４
　　４�．第５類の危険物は、窒素または酸素を含む化合物である。有機化合物が多いが、

無機化合物もある。多くは加熱、衝撃、摩擦などにより発火・爆発するおそれがある。
問７…正解２
　　１．第１類の危険物は、不燃性である。
　　３．第３類の危険物は、水との接触により発熱し、発火するものが多い。
　　４．第５類の危険物は、酸素を含有している物質が多い。
　　５．第６類の危険物は、酸化性の液体であり、腐食性がある。
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