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本書の使い方

　本書は、各都道府県が毎年１回実施している毒物劇物取扱者試験のうち、関東地

方の１都６県で実施された一般試験の問題をまとめたものです。
※ 試験問題のうち、①毒物及び劇物に関する法規、②基礎化学の問題については、農業用品
目試験及び特定品目試験で出題されているものと共通になります。

　収録している地域と試験の実施時期は次のとおりです。

　　　 地　域

実施時期
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県

令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和３年度 ○ ○ ○ ○ ― ― ―

　合計11回分の試験問題と解答及び弊社編集部で作成した解説を収録しています。

　試験問題の構成パターンは、各都道府県により主に次の２通りに分類されます。

タイプⅠ タイプⅡ
１．毒物及び劇物に関する法規 １．毒物及び劇物に関する法規
２．基礎化学 ２．基礎化学
３�．毒物及び劇物の性質及び貯蔵
　その他の取扱い方法

３．実地
　（性質・貯蔵・取扱い方法含む）

４．実地 ――

　本書では、試験問題を次の３つに区分して収録しています。

〔毒物及び劇物に関する法規〕〔基礎化学〕〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕

　タイプⅠの場合は、３と４をまとめて〔実地〕としています。また、問題につ
いては出題形式などを一部変更し、編集している箇所もあるため、実際の問題番号

とは異なる場合があります。

　問題の後には正解と、弊社作成の解説を掲載しています。わからなかった問題や

間違ってしまった問題は解説を参考に繰り返し解いていくと、苦手部分を集中的に
勉強することができ、より内容を覚えやすくなります。

　各問題の左端に付いている  は、正しく答えることができたかどうかのチェッ

クマーク等にご活用ください。
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　本書では特にただし書きがない場合、解説の法令名を次のように略しています。

毒物及び劇物取締法 取締法

毒物及び劇物取締法施行令 施行令

毒物及び劇物取締法施行規則 施行規則

毒物及び劇物指定令 指定令

　〔毒物及び劇物に関する法規〕の解説については、条文の穴埋め等、特筆すべ
き事項がない問題に関しては、該当する条項のみを記載しています。

　なお、問題文の末尾に［改］と入っている問題は、法改正や学習指導要領の改
訂に応じて、弊社で内容を現行に沿って改めたものとなっています。

　本書の解説に加えて、更に内容を深く掘り下げて勉強したい方には、テキストタ

イプの「毒物劇物取扱者 短期合格テキスト」（定価2,000円）を一緒にご利用いた
だくことをお勧めします。

　この書籍は本書と同様に〔毒物及び劇物に関する法規〕、〔基礎化学〕、〔実地（性
質・貯蔵・取扱方法等）〕の３つの章で構成されています。
　各章ごとに細かく項目を分け、その項目毎にテキストと練習問題を掲載してい

るので、短期間で集中的に学習したい方や、初めて受験される方にもわかりやすい

ような内容となっています。

　試験問題は、各都道府県ごとに傾向や特色があります。弊社ではHP上に全都道
府県の過去問題と解答のみのデータを各５年分ずつ掲載しています。また、スマー

トフォンアプリを使用した無料追加コンテンツも公開しています。詳しい内容は巻

末のお知らせをご覧ください。

　利用される際には、下記のIDとパスワードが必要です。パスワードの有効期限

は次年度版が発刊されるまでとなりますので、ご注意ください。

ID
パスワード

※ 公論出版ホームページのトップページにある「過去出題問題」から「毒物劇物取扱者 過去
実施問題」を選択し、上記IDとパスワードを入力してください。
※ ログイン時にエラーが発生した場合は、ブラウザを変えるなどして、再度ログインしてく
ださい。ログインエラーによる個別対応は行っておりませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
※ 問題と解答については試験当時のまま掲載をしていますので、最新の法令と異なる場合が
あります。また、解説については付属しておりません。

令和５年２月　毒物劇物取扱者試験　編集部
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●　よくあるご質問　●

Ｑ　受験する都道府県以外の問題を解きたい
Ａ 　購入特典の過去問題（詳細は前ページ）をご利用いただくか、本書の姉妹本で
ある「毒物劇物取扱者試験 問題集」シリーズをご活用ください。

書籍名 収録都道府県

北海道＆
東日本編

北海道、東北地方（青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島）、
新潟県、長野県、富山県

関東編 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県

関西＆中部編
関西広域連合（大阪/兵庫/京都/滋賀/和歌山/徳島）、
愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、奈良県

九州＆中国編
九州地方（福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄）、
中国地方（広島/山口/岡山/島根/鳥取）、香川県

農業用品目編

北海道、東北地方、新潟県、富山県、愛知県、関西広域連合、
中国地方、九州地方、項目別全国出題問題
※�「実地問題」のみ収録。一般試験と共通である「毒物及び劇物に関す
る法規」、「基礎化学」は収録しておりません。ご注意ください。

※発刊時期や価格、収録年度などの詳細は、弊社ホームページでご確認ください。

Ｑ　受験する都道府県の問題が掲載されていない
Ａ 　受験地の試験問題の傾向や特色、出題形式の対策については、購入特典の過去

問題をご参照ください。よく出る問題の対策については、本書に掲載されている
受験地域の問題を練習問題としてご利用いただくことを推奨しています。全国的
にどこの地域でも出題される問題が多数あるため、受験する都道府県以外の問題
を解くことでも十分に試験対策が可能です。

Ｑ　 書籍の内容について解説を読んでもわからないところや、間違いではないか？
というところがある

Ａ 　本書の内容についてのお問い合わせは、フリーダイヤルの
ヘルプデスク（裏表紙参照）か、ホームページ上（アドレス 

https://www.kouronpub.com）の「お問い合わせ」
をご活用ください。また、万が一本書の内容に訂正等が生じ
た場合も、ホームページでご案内いたします。
　右の二次元コード、または"公論出版"で検索してご利用ください。
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●　効率的な勉強方法　●

　弊社編集部では、担当者が本書の過去版をもとに勉強し、実際に毒物劇物取扱者
試験を受験しました。合格した都道府県は次のとおりです。

都道府県 合格証発行 合格証番号 都道府県 合格証発行 合格証番号
岩手県 H27/12/18 第17号 新潟県 H27/11/24 第4143号

秋田県 H27/10/30 第000029号 石川県 H28/２/29 第9368号

茨城県 H27/９/８ 第11970号 山梨県 H29/３/１ 第3574号

群馬県 H27/11/９ 第9026号
奈良県

H28/３/４ 第2534号

千葉県 R4/９/８ 第8334号 H29/３/３ 第2570号

東京都
H27/８/４ 第22795号 滋賀県 H28/３/４ 第3248号

H28/８/２ 第23527号 高知県 H27/９/30 第1404号

R4/8/10 第25621号 福岡県 H27/９/４ 第201183号

神奈川県 H27/７/13 第11457号

　以下は実際に勉強し、受験にのぞんだ担当者の個人的な学習ポイントです。

◎その１　簡単な法規で点数をかせぐ
　出題範囲はかなり絞られているため、点をとりやすい項目になります。

◎その２　基礎化学の計算問題はパターン化されている
　主に高校の教科書程度の内容で出題されています。本書の編集にあたり、東京書
籍、啓林館、実教出版等の高校化学の教科書を参考にしました。計算問題はパター
ン化されているため、新しいタイプの問題はあまりないようです。

◎その３　実地は狭い範囲で徹底的に覚える
　出題頻度の高い毒物劇物から覚えることを推奨します。本書で出題数が多い物質
ということは、全国でも多く出題されている傾向になるようです。

◎その４　受験地の過去問以外も勉強する
　受験地の過去問だけで合格するのは、少し難しいでしょう。理由は、出題者側が
過去に出題した問題を外して試験問題を作成するためです。過去問を繰り返し解く
ことも重要ですが、受験地の出題傾向を確認した上で他県の問題も勉強してみま
しょう。
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令
和
４
年
度　

東
京

１ 令和４年度（2022 年）　東京都
〔毒物及び劇物に関する法規〕
【１】次は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。Ａ～Ｅにあてはまる字句と
して、正しいものはどれか。

　（目的）　第１条

　 　この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な（Ａ）を行

うことを目的とする。

　（定義）　第２条第１項

　 　この法律で「毒物」とは、別表第１に掲げる物であって、医薬品及び（Ｂ）以

外のものをいう。

　（禁止規定）　第３条第２項

　 　毒物又は劇物の（Ｃ）業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又

は授与の目的で（Ｃ）してはならない。

　（禁止規定）　第３条の３

　 　（Ｄ）、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物（これらを含有する物を含

む。）であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこ

れらの目的で（Ｅ）してはならない。

　Ａ　１．管理　　　　　２．取締　　　　３．監視　　　　４．指導
　　Ｂ　１．医薬部外品　　２．危険物　　　３．医療機器　　４．食品
　　Ｃ　１．卸売販売　　　２．製造販売　　３．貸与　　　　４．輸入
　　Ｄ　１．酩

めいてい

酊　　　　　２．鎮静　　　　３．興奮　　　　４．錯乱
　　Ｅ　１．所持　　　　　２．製造　　　　３．貯蔵　　　　４．販売
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【２】次は、毒物及び劇物取締法、同法施行令及び同法施行規則に関する記述であ
る。毒物又は劇物の営業の登録に関する記述の正誤について、正しい組合せはど

れか。

　Ａ ．毒物又は劇物の輸入業の登録を受けようとする者は、その営業所の所在地の

都道府県知事に申請書を出さなければならない。

　Ｂ ．毒物又は劇物の販売業の登録は、一般販売業、農業用品目販売業及び特定品

目販売業に分けられる。

　Ｃ ．毒物又は劇物の販売業の登録は、３年ごとに更新を受けなければ、その効力

を失う。

　Ｄ ．毒物又は劇物の製造業の登録は、製造所ごとに受けなければならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　正　　　正　　　誤
　　２．正　　　正　　　誤　　　正
　　３．正　　　誤　　　正　　　正
　　４．誤　　　誤　　　正　　　誤

【３】次は、毒物及び劇物取締法、同法施行令及び同法施行規則に関する記述であ
る。毒物又は劇物の表示に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

　Ａ ．毒物劇物営業者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び黒地に

白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。

　Ｂ ．毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、その劇物の成分及びその含量を

表示しなければ、劇物を販売してはならない。

　Ｃ ．特定毒物研究者は、取り扱う特定毒物を貯蔵する場所に、「医薬用外」の文

字及び「毒物」の文字を表示しなければならない。

　Ｄ ．毒物劇物営業者は、毒物たる有機燐
りん

化合物の容器及び被包に、厚生労働省令

で定めるその解毒剤の名称を表示しなければ、その毒物を販売してはならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　誤　　　誤　　　正
　　２．誤　　　正　　　正　　　正
　　３．正　　　正　　　正　　　誤
　　４．誤　　　正　　　誤　　　正
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】Ａ…２　Ｂ…１　Ｃ…４　Ｄ…３　Ｅ…１
〔解説〕Ａ．取締法第１条（取締法の目的）。
　　　　Ｂ．取締法第２条（定義）第１項。
　　　　Ｃ�．取締法第３条（毒物劇物の禁止規定）第２項。
　　　　Ｄ�＆Ｅ．取締法第３条の３（シンナー乱用の禁止）。
【２】２
〔解説〕Ａ．取締法第４条（営業の登録）第２項。
　　　　Ｂ．取締法第４条の２（販売業の登録の種類）第１～３号。
　　　　Ｃ�．「３年ごと」⇒「６年ごと」。取締法第４条（営業の登録）第３項。
　　　　Ｄ�．取締法第４条（営業の登録）第２項。
【３】２
〔解説〕Ａ�．「黒地に白色」⇒「赤地に白色」。取締法第12条（毒物又は劇物の表示）第

１項。
　　　　Ｂ�．取締法第12条（毒物又は劇物の表示）第２項第２号。
　　　　Ｃ．取締法第12条（毒物又は劇物の表示）第３項。
　　　　Ｄ�．取締法第12条（毒物又は劇物の表示）第２項第３号、施行規則第11条の５

（解毒剤に関する表示）。有機燐
りん

化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び
劇物の容器及び被包に表示しなければならない解毒剤は、２－ピリジルアル
ドキシムメチオダイド（PAM）の製剤及び硫

りゅう

酸アトロピンの製剤と定められ
ている。

【４】２
〔解説〕�取締法第３条の４（爆発性がある毒物劇物の所持禁止）、施行令第32条の３（発

火性又は爆発性のある劇物）。ナトリウム、ピクリン酸のほか、亜塩素酸ナトリ
ウム及びこれを含有する製剤（亜塩素酸ナトリウム30％以上含有するものに限
る）、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤（塩素酸塩類35％以上を含有するもの
に限る）が規定されている。

【５】１
〔解説〕Ａ．取締法第７条（毒物劇物取扱責任者）第２項。
　　　　Ｂ�．「事前に」⇒「30日以内に」。取締法第７条（毒物劇物取扱責任者）第３項。
　　　　Ｃ�．薬剤師は毒物又は劇物を取り扱う全ての店舗等で、毒物劇物取扱責任者に

なることができる。取締法第８条（毒物劇物取扱者試験の資格）第１項第１号。
　　　　Ｄ�．農業用品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、農業用品目として厚生労

働省令で定めるものを取り扱う輸入業の営業所、若しくは販売業の店舗にお
いてのみ毒物劇物取扱責任者となることができる。製造業の製造所は含まれ
ないため、責任者にはなれない。取締法第８条（毒物劇物取扱者試験の種類）
第４項。
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〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕
【15】次の物質について、貯蔵方法の説明として最も適当なものの番号を選びな
さい。

　Ａ ．アクロレイン

　Ｂ ．四塩化炭素

　Ｃ ．黄燐
りん

　Ｄ ．ベタナフトール

　Ｅ ．カリウム

　１ ．空気や光線に触れると赤変するため、遮光して貯蔵する。
　２ ．空気中にそのまま貯蔵することはできないので、通常石油中に貯蔵する。
　３ ．亜鉛又は錫

すず

メッキをした鋼鉄製容器で保管し、高温に接しない場所に保管す
る。ドラム缶で保管する場合は、雨水が漏入しないようにし、直射日光を避け
冷所に貯蔵する。

　４ ．火気厳禁。非常に反応性に富む物質なので、安定剤を加え、空気を遮断して
貯蔵する。

　５ ．空気に触れると発火しやすいので、水中に沈めて瓶に入れ、さらに砂を入れ
た缶中に固定して、冷暗所に貯蔵する。

【16】次の物質について、その主な用途として最も適当なものの番号を選びなさ
い。

　Ａ ．六弗
ふっ

化タングステン

　Ｂ ．ヒドラジン

　Ｃ ．塩素酸カリウム

　Ｄ ．クロム酸亜鉛カリウム

　Ｅ ．パラフェニレンジアミン

　１ ．ロケット燃料
　２ ．半導体配線の原料
　３ ．さび止め下塗り塗料
　４ ．工業用のマッチ、煙火、爆発物の原料、酸化剤、抜染剤、医療用外用消毒剤
　５ ．染料製造、毛皮の染色、ゴム工業、染毛剤、試薬
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【９】３
〔解説〕�フェノールC6H5OHは水酸化ナトリウム水溶液NaOHと反応して、ナトリウム

フェノキシドC6H5ONaという塩と水をつくる。この塩は、水に溶ける。
　　　　C6H5OH＋NaOH� �C6H5ONa＋H2O
【10】３
〔解説〕アンモニアNH3は三角錐形の極性分子である。
　　　　１�～２＆４～５．いずれも無極性分子である。二酸化炭素CO2と水素H2は直線

形、四塩化炭素CCl4とメタンCH4は正四面体形である。

C l C l

C l

C l

� アンモニア 二酸化炭素 水素 四塩化炭素 メタン

【11】Ａ…３　Ｂ…６　Ｃ…０　Ｄ…８　Ｅ…２
〔解説〕�固体から液体への変化を（Ａ：融解）という。逆に液体から固体への変化を（Ｂ

：凝固）といい、その時の温度を（Ｃ：凝固点）という。液体を冷却していく
と（Ｃ：凝固点）以下の温度になってもすぐには（Ｂ：凝固）が起こらないこ
とがある。この状態を（Ｄ：過冷却）という。また、固体から気体へ、液体を
経由しないで直接変化することを（Ｅ：昇華）という。

　　　　１�．沸点…液体の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度。
　　　　４�．凝固点降下…溶液の凝固点が純溶媒の凝固点よりも低くなる現象。
　　　　５�．凝縮…気体から液体への変化。
　　　　７�．沸騰…液体を熱したとき、その蒸気圧が液体の表面にかかる圧力よりも大

きくなると、内部から気化が生じる現象。
　　　　９．蒸発…液体から気体への変化。

凝縮

液体固体

昇華

気体

蒸発
融解

凝華（昇華）※

凝固

　　　　※�これまでは「固体から気体への変化」と「気体から固体への変化」は、どち
らも「昇華」とされていたが、日本化学会の提案や学習指導要領の改訂により、
気体から固体への変化を『凝華（ぎょうか）』とするように変更されている場
合がある。本書では今後の出題表記が変更されることを考慮して、新旧表記
いずれも併記する。
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【16】次のうち、過酸化水素（H2O2）に触媒を加え、水と酸素が生成する化学反
応式として、正しいものを選びなさい。

　１ ．H2O2  H2O ＋ O2　　　　　２ ．H2O2  H2O ＋ ２O2
　　３ ．２H2O2  ２H2O ＋ O2　　　４ ．２H2O2  ２H2O ＋ ２O2

【17】次のうち、中和滴定に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。
　１ ．中和点でのpHは常に７である。
　　２ ．塩酸を水酸化ナトリウム水溶液で中和すると強酸の塩が生成する。
　　３ ．酢酸を水酸化ナトリウム水溶液で中和する場合、pH指示薬としてメチル

オレンジが適当である。
　　４ ．硫酸10mLを水酸化ナトリウム水溶液で中和する場合、硫酸と同じモル濃

度の水酸化ナトリウム水溶液は20mL必要である。

【18】次のうち、酸化還元反応に関する記述の（　）内に入る正しい語句の組合
せを選びなさい。

　酸化還元反応において、相手の物質を酸化する物質を酸化剤という。酸化剤

自身は（A）され、相手の（B）を奪う性質を持つ。

 Ａ Ｂ

　１ ．還元　　　酸素
　　２ ．還元　　　電子
　　３ ．酸化　　　酸素
　　４ ．酸化　　　電子

【19】次のうち、0.10mol/L塩酸のpHとして、正しいものを選びなさい。なお、
温度は25℃、電離度は1.0とする。

　１ ．pH１　　　２ ．pH２
　　３ ．pH３　　　４ ．pH４
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【43】Ａ…１　Ｂ…４　Ｃ…２　Ｄ…５　Ｅ…３
〔解説〕Ａ．臭化銀AgBr［写真感光材料］
　　　　Ｂ．アクリルニトリルCH2＝CHCN［合成ゴム］［合成樹脂］
　　　　Ｃ．三酸化二砒

ひ

素As2O3［殺虫剤］［殺鼠
そ

剤］［陶磁器の釉
ゆうやく

薬］
　　　　Ｄ．五酸化バナジウムV2O5［触媒］［蓄電池］［蛍光体］
　　　　Ｅ．アジ化ナトリウムNaN3［医療検体の防腐剤］［エアバッグのガス発生剤］
【44】Ａ…５　Ｂ…１　Ｃ…２　Ｄ…４　Ｅ…３
〔解説〕Ａ�．クロルピクリンCCl3（NO2）［分解されずに組織内に吸収］［各器官が障害］

［メトヘモグロビンを生成］
　　　　Ｂ�．硝酸HNO3［皮膚に触れると気体を発生］［組織ははじめ白く、次第に深黄

色］
　　　　Ｃ�．EPN　C14H14NO4PS［コリンエステラーゼ阻害作用］［縮瞳］
　　　　Ｄ�．水素化アンチモンSbH3［ヘモグロビンと結合し急激な赤血球の低下］［強

い溶血作用］
　　　　Ｅ�．メタノールCH3OH［麻酔状態］［視神経が侵される］［失明］
【45】Ａ…２　Ｂ…３　Ｃ…１　Ｄ…４　Ｅ…５
〔解説〕Ａ�．沃

よう

素 I2［デンプンと反応すると藍色］［チオ硫酸ナトリウムの溶液と反応
すると脱色］

　　　　Ｂ�．ニコチンC10H14N2［ヨードのエーテル溶液］［褐色の液状沈殿］［赤色の
針状結晶］

　　　　Ｃ�．黄燐
りん

P4［暗室内で酒石酸又は硫酸酸性で水蒸気蒸留］［青白色の光］
　　　　Ｄ�．クロロホルムCHCl3［ベタナフトールと高濃度水酸化カリウム溶液を加え

て熱すると藍色］［酸を加えると赤色の沈殿］
　　　　Ｅ．硫

りゅう

酸H2SO4［希釈水溶液に塩化バリウムを加えると、白色沈殿］
【46】Ａ…１　Ｂ…５　Ｃ…３　Ｄ…２　Ｅ…４
〔解説〕Ａ．四アルキル鉛PbR4（四エチル鉛及び四メチル鉛を除く）…酸化隔離法。
　　　　Ｂ．重クロム酸カリウムK2Cr2O7…還元沈殿法。
　　　　Ｃ�．過酸化ナトリウムNa2O2…中和法。
　　　　Ｄ．クロルピクリンCCl3（NO2）…分解法。クロルピクリンにのみ適用。
　　　　Ｅ．イソプロカルブ（MIPC）C11H15NO2…アルカリ法。
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【７】次の文は、毒物及び劇物取締法第14条第１項の記述である。（　）にあては
まる語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

　 　毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与し

たときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

　一　毒物又は劇物の名称及び（ア）

　二　販売又は授与の（イ）

　三 　譲受人の氏名、（ウ）及び住所（ 法人にあっては、その名称及び主たる事務

所の所在地）

 ア イ ウ

　１．数量　　　　　年月日　　　職業
　　２．使用期限　　　目的　　　　年齢
　　３．数量　　　　　年月日　　　年齢
　　４．使用期限　　　目的　　　　職業

【８】次の文は、毒物及び劇物取締法第18条に規定する、立入検査等について記述
したものである。記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

　ア ．都道府県知事は、犯罪捜査上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者又

は特定毒物研究者から必要な報告を徴することができる。

　イ ．都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物監視員に、

特定毒物研究者の研究所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることがで

きる。

　ウ ．都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物監視員に、

毒物又は劇物の販売業者の店舗に立ち入り、試験のため必要な最小限度の分量

に限り、法第11条第２項の政令で定める物を収去させることができる。

　エ ．毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるとき

は、これを提示しなければならない。

　　　　ア　　　イ　　　ウ　　　エ

　１．正　　　正　　　誤　　　誤
　　２．正　　　誤　　　正　　　正
　　３．誤　　　正　　　正　　　正
　　４．誤　　　正　　　正　　　誤
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【18】１
〔解説〕２�．ボイルの法則…温度が一定のとき、一定物質量の気体の体積は圧力に反比

例する。
　　　　３�．シャルルの法則…圧力が一定のとき、一定物質量の気体の体積Vは、絶対

温度Tに比例する。
　　　　４�．ヘンリーの法則…一定温度で一定量の溶媒に溶ける気体の質量（物質量）は、

その気体の圧力に比例する。
【19】２
〔解説〕�水酸化ナトリウムNaOHの式量は23＋16＋１＝40なので、40g＝１molとなる。

モル濃度６mol/Lの場合は１Lにつき、６mol×40g＝240gの水酸化ナトリウ
ムが含まれる。従って、水溶液50mL（0.05L）に含まれる水酸化ナトリウムは、
240g×0.05L＝12gとなる。

【20】４
〔解説〕�中和反応式：H2SO4�＋�2NaOH� �Na2SO4�＋�2H2O

　　　　�硫
りゅう

酸は２価の酸、水酸化ナトリウム水溶液は１価の塩基であり、求める値を�x 
mL�とすると、次の等式が成り立つ。

　　　　２×0.1mol/L×（10mL／1000mL）＝0.05mol/L×（�x�mL／1000mL）
　　　　両辺に1000をかける。

　　　　0.2mol/L×10mL�＝�0.05mol/L�×�x�mL　⇒　x�＝�２／0.05�＝�40mL
【21】３
〔解説〕�加える溶質の塩化ナトリウムの質量を x とする。

　　　　質量パーセント濃度＝
溶質の質量（g）

×100溶液の質量（g）

　　　　 x %＝ 20g
×100　⇒　x %＝ １

×100100g＋20g ６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x ＝16.666…
　　　　従って、最も近い値は「16.7％」となる。
【22】３
〔解説〕�水酸化ナトリウムNaOHは、電離度が１に近い強塩基である。
　　　　１�＆２．酢酸CH3COOHは弱酸に、アンモニアNH3は弱塩基に分類される。弱

酸及び弱塩基は一部しか電離しないため、電離度は１より著しく小さくなる。
　　　　４�．塩酸HClは強酸に分類される。強酸はほぼ全てが電離しているため、電離

度は１に近い値となる。
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【43】クロルエチルを燃焼法で廃棄する場合の適切な方法はどれか。
　１．珪そう土等に吸収させて開放型の燃焼炉で焼却する。
　　２．スクラバーを備えた焼却炉の火室へ噴霧して焼却する。
　　３．焼却炉でそのまま焼却する。
　　４．木片等に吸収させて、焼却炉で焼却する。
　　５．砂、または土の中で少量ずつ場所を変えて焼却する。

【44】ラベルのはがれた試薬びんに、ある物質が入っている。その物質について
調べたところ、次のようであった。試薬びんに入っている物質として最も適切な

ものはどれか。

・無色の液体で、芳香がある。

・蒸気は空気より重く、引火しやすい。

・水、有機溶媒に可溶である。

　１．メチルエチルケトン　　　２．濃硫酸　　　　３．濃アンモニア水
　　４．濃塩酸　　　　　　　　　５．トルエン

【45】次の記述は、「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」
に示される漏えい時の措置について述べたものである。この応急措置が最も適切

なものはどれか。

　風下の人を退避させ、漏えいした場所の周辺にはロープを張るなどして人の
立入りを禁止する。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。作業の際
は必ず保護具を着用し、風下で作業をしない。液体が多量に漏えいしたときは、
土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、液の表面を泡で覆い、できるだ
け空容器に回収する。

　１ ．クロロホルム　　　２．メタクリル酸　　　３．エチレンオキシド
　　４．キシレン　　　　　５．ピクリン酸
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