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本 書 の 構 成本 書 の 構 成

◎�本書は、令和４年から過去８年間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　物理学・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732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４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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４４ 危険物の指定数量
◎…指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量をいう。

◎�指定数量は、政令の別表第３の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び

同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。

〔危険物の指定数量〕（政令 別表第３）

類別 品　名 性　質 指定数量

第１類
第１種酸化性固体 50kg
第２種酸化性固体 300kg
第３種酸化性固体 1,000kg

第２類

硫化りん、赤りん、硫黄 100kg
第１種可燃性固体 100kg

鉄粉  500kg
第２種可燃性固体 500kg

引火性固体  1,000kg

第３類

カリウム、ナトリウム 10kg
アルキルアルミニウム、
アルキルリチウム

10kg

第１種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
黄りん 20kg

第２種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
第３種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg

第４類

特殊引火物 50ℓ

第１石油類
非水溶性液体 200ℓ
水溶性液体 400ℓ

アルコール類 400ℓ

第２石油類
非水溶性液体 1,000ℓ
水溶性液体 2,000ℓ

第３石油類
非水溶性液体 2,000ℓ
水溶性液体 4,000ℓ

第４石油類 6,000ℓ
動植物油類 10,000ℓ

第５類
第１種自己反応性物質 10kg
第２種自己反応性物質 100kg

第６類 300kg
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〔第４類の危険物の指定数量と代表的な物品名〕
品 　 名 指定数量 代表的な物品名

第
４
類

特殊引火物 50ℓ
▪ジエチルエーテル  ▪二硫化炭素
▪アセトアルデヒド　　▪ 酸化プロピレン

第１
石油類

非水溶性 200ℓ
▪ガソリン  ▪ベンゼン  ▪トルエン
▪酢酸エチル　▪エチルメチルケトン

水溶性 400ℓ ▪アセトン  ▪ピリジン

アルコール類 400ℓ
▪メタノール（メチルアルコール）
▪エタノール（エチルアルコール）

第２
石油類

非水溶性 1,000ℓ
▪灯油    ▪軽油　　　　▪キシレン
▪スチレン　　▪クロロベンゼン

水溶性 2,000ℓ ▪酢酸  　　▪プロピオン酸　　▪アクリル酸

第３
石油類

非水溶性 2,000ℓ
▪重油    ▪クレオソート油
▪アニリン　　▪ニトロベンゼン

水溶性 4,000ℓ ▪グリセリン　▪エチレングリコール

第４石油類 6,000ℓ
▪ギヤー油  ▪シリンダー油  ▪タービン油　
▪モーター油　▪マシン油　　　　▪可塑剤　
▪セバシン酸ジオクチル

動植物油類 10,000ℓ
▪アマニ油 　▪イワシ油　　　　▪ナタネ油　
▪ヤシ油　　　▪オリーブ油　　　▪ニシン油

■指定数量の倍数
◎�指定数量の倍数とは、実際に貯蔵し、または取扱う危険物の数量をその危険物の指

定数量で割って得た値をいう。

同一場所で危険物１種類を
貯蔵し、または取り扱う場合

同一場所で危険物 A・B の２種類を
貯蔵し、または取り扱う場合

�　　　　　　　　　��貯蔵量
 指定数量の倍数 ＝ 
�　　　　　　　　　指定数量

 　　　　　　　　　 A 貯蔵量　　　B 貯蔵量
 指定数量の倍数 ＝  ＋ 
 　　　　　　　　  A 指定数量　　B 指定数量
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▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】法令上、指定数量に関する記述について、次のうち正しいものはどれか。

　１．液体の危険物の指定数量は、すべてリットルで定められている。

　　２．特殊引火物の指定数量は、非水溶性液体と水溶性液体で異なる。

　　３．硫黄と引火性固体の指定数量は同一である。

　　４．黄りんと赤りんの指定数量は同一である。

　　５．品名及び性質が同じであれば、指定数量は同一である。

【問２】同一の貯蔵所でガソリン 400ℓ、メタノール 2,000ℓ、固形アルコール 500kg

をそれぞれ貯蔵している場合、指定数量の倍数として、次のうち正しいものは
どれか。［★］

　１．1.8倍� ２．3.5倍� ３．4.5倍

　　４．7.5倍� ５．12.5倍

【問３】屋内貯蔵所にベンゼン 500ℓ、アセトン 1,400ℓ及び重油 5,000ℓを貯蔵して

いる場所に、さらに次の危険物を貯蔵したとき、指定数量の倍数が 10 となるも
のはどれか。

　１�．ガソリン�…………… 300ℓ

　　２�．トルエン…………… 400ℓ

　　３�．灯油……………… 2,000ℓ

　　４�．軽油……………… 2,500ℓ

　　５�．クレオソート油… 6,000ℓ

【問４】ある貯蔵所においてメタノール 200ℓを貯蔵している。以下の危険物を同時

に貯蔵したとき、指定数量以上となるものは次のうちどれか。
　１�．酸化プロピレン�………10ℓ

　　２�．酢酸エチル……………90ℓ

　　３�．ベンゼン…………… 300ℓ

　　４�．キシレン…………… 400ℓ

　　５�．ニトロベンゼン…… 900ℓ
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２２ 燃焼の区分
■気体の燃焼
◎�可燃物を気体、液体、固体に区分すると、それぞれに応じた方法で燃焼する。

◎�可燃性ガスは、空気とある濃度範囲で混合していないと燃焼しない。燃焼可能な濃
度範囲を燃焼範囲という。

◎�燃焼範囲内の可燃性ガスをつくるには、あらかじめ可燃性ガスと空気とを混合させて

おく方法と、燃焼の際に可燃性ガスを拡散させ空気と混合させる方法とがある。前者

の方法による燃焼を予
よ

混
こんごう

合燃焼といい、後者の方法による燃焼を拡散燃焼という。

◎�予混合燃焼では、炎が速やかに伝播して燃え尽きる。ただし、部屋などの空間に密

閉されていると、温度及び圧力が急上昇して爆発を起こすことがある。また、拡散

燃焼では可燃性ガスが連続的に供給されると、定常的な炎を出す燃焼となる。

■液体の燃焼
◎�アルコールやガソリンなどの可燃性液体は、それ自身が燃えるのではなく、液体の

蒸発によって生じた蒸気が着火して火炎を生じ、燃焼する。これを蒸発燃焼という。

◎�従って、可燃性液体の取扱いの際には、蒸気の漏洩や滞留に充分注意しなければな

らない。

■固体の燃焼
◎�固体の燃焼は、表面燃焼、蒸発燃焼、分解燃焼に分類できる。

◎�表面燃焼は、可燃性固体が熱分解や蒸発を起こさず、固体のまま空気と接触してい

る表面が直接燃焼するものである。木炭、コークス、金属粉などの燃焼が該当する。

　※�コークスとは、石炭を高温で乾留（蒸し焼き）し、揮発分を除いた灰黒色で多孔質の
固体。炭素を 70～ 90％含む。点火しにくいが、火をつければ無炎燃焼し、火力が強
い。

◎�蒸発燃焼は、可燃性固体を加熱したときに熱分解を起こさず、蒸発（昇華）した蒸
気が燃焼するものである。硫黄、ナフタレンなどの燃焼が該当する。

◎�分解燃焼は、可燃性固体が加熱されて熱分解を起こし、可燃性ガスを発生させてそ

れが燃焼するものである。木材、石炭、紙、プラスチックなどの燃焼が該当する。

◎�自己燃焼は、分解燃焼のうち可燃性固体が内部に保有している酸素によって燃焼す

るものである。加熱・衝撃・摩擦等で爆発的に燃焼する。内部燃焼ともいう。ニト
ロセルロース、セルロイド、第５類の危険物などが該当する。

　※�ニトロセルロースとは、セルロースの硝酸エステル。セルロースは分子式
（C6H10O5）nで表される鎖状高分子化合物である。ニトロ化で－NO2が化合する。
硝化度の高いものは火薬、硝化度の低いものはフィルムなどとして使用する。
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▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀▶▶▶ 過去問題 ◀◀◀

【問１】次のＡ～Ｅに掲げる物質とその主な燃焼形態について、正しいものの組み合

わせはどれか。［★］
　　Ａ．コークス、硫黄………………… 表面燃焼

　　Ｂ．なたね油、木炭………………… 蒸発燃焼

　　Ｃ．硫黄、アセトアルデヒド……… 蒸発燃焼

　　Ｄ．木材、プラスチック…………… 分解燃焼

　　Ｅ．ニトロセルロース、アセトン… 自己燃焼

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

【問２】次の物質とその通常の燃焼形態の組み合わせとして、誤っているものを２つ

選びなさい。［編］［★］
　１．ガソリン、メタノール�………… 蒸発燃焼

　　２．硫黄、固形アルコール………… 蒸発燃焼

　　３．石炭、ニトロセルロース……… 表面燃焼

　　４．ポリエステル、ポリスチレン… 分解燃焼

　　５．木材、紙………………………… 分解燃焼

　　６．鉄粉、コークス………………… 表面燃焼

　　７．木炭、天然ガス………………… 分解燃焼

【問３】物質とその通常の燃焼形態の組み合わせとして、次のうち誤っているものは

どれか。
　１�．固形アルコール�…………表面燃焼

　　２�．木材………………………分解燃焼

　　３�．コークス…………………表面燃焼

　　４�．ニトロセルロース………自己燃焼（内部燃焼）

　　５�．ナフタレン………………蒸発燃焼

【問４】燃焼に関する一般的説明について、次のうち正しいものはどれか。［★］
　１．可燃性液体でも表面燃焼するものがある。

　　２．固体の燃焼はすべて分解燃焼である。

　　３．すべての可燃物は、完全燃焼すると必ず二酸化炭素を発生する。

　　４�．表面燃焼とは、可燃性の物質の表面で熱分解や蒸発が起こり燃焼することを

いう。

　　５�．分解燃焼のうち、その物質が含有する酸素により燃焼するものを自己燃焼と

いう。
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▌正解＆解説……………………………………………………………………………………
問１…正解３
　　Ａ．コークス…………… 表面燃焼　　硫黄� …………………蒸発燃焼
　　Ｂ．なたね油…………… 蒸発燃焼　　木炭� …………………表面燃焼
　　Ｃ．硫黄………………… 蒸発燃焼　　アセトアルデヒド� …蒸発燃焼
　　Ｄ．木材………………… 分解燃焼　　プラスチック� ………分解燃焼
　　Ｅ．ニトロセルロース… 自己燃焼　　アセトン� ……………蒸発燃焼
問２…正解３＆７
　　３�．石炭……分解燃焼　　ニトロセルロース� ……自己燃焼
　　７．木炭……表面燃焼　　天然ガス� ………………気体の燃焼
問３…正解１
　　１�．固形アルコールは、固体から蒸発した蒸気が燃焼するため蒸発燃焼である。
問４…正解５
　　１�．液体の燃焼は、蒸発燃焼である。
　　２．固体の燃焼には分解燃焼の他、表面燃焼、蒸発燃焼がある。
　　３�．可燃物は、完全燃焼すると全て二酸化炭素CO2を発生するわけではない。炭素を

含まない可燃物は、二酸化炭素を発生しない。
　　４�．表面燃焼とは、可燃性の物質の表面で熱分解や蒸発が起こらず、そのまま空気と

接触している表面が直接燃焼することをいう。
問５…正解５
　　４�．ガスこんろでは、可燃性ガスと空気（酸素）をあらかじめ混合し、これを火口か

ら噴き出して燃焼させている。予混合燃焼は、安定した火炎をつくりやすい。
　　５�．黄リン及びナフタレンは蒸発燃焼である。
問６…正解４
　　４�．アセチレンやエチレン等は、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。予混合
燃焼には該当しない。

問７…正解１
　　１�．ガソリン、軽油などの可燃性液体は、それ自身が燃えるのではなく、液体の蒸発

によって生じた蒸気に着火して火炎を生じ、燃焼する蒸発燃焼である。
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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、黄リンは自然発

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類の危険物は、いずれも水によく溶ける。

　　２．第２類の危険物は、いずれも引火点が 40℃以上の可燃性の固体である。

　　３．第３類の危険物は、いずれも水と接触して可燃性ガスを発生する。

　　４�．第４類の危険物は、いずれも引火性の液体であり、分子内に水素を含まない

ものがある。

　　５．第５類の危険物は、いずれも固体の可燃物で、分子内に酸素を含む。

【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類の危険物の中には、水に溶けにくいものや非水溶性のものもある。
　　２�．第２類の危険物の引火性固体は「固形アルコールその他１気圧において引火点

40℃未満のもの」と定められている。「７．第２類危険物の品名ごとの事項　■引
火性固体」388P参照。

　　３�．第３類の危険物の多くは禁水性を示すが、黄リンP4は禁水性を示さず水中に貯
蔵される。

　　４�．第４類の危険物の二硫化炭素CS2などは水素Hを含まない。
　　５�．第５類の危険物には液体のものと固体のものがあり、分子内に酸素を含まないも

のもある。
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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