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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、関西地

区と中部地区で実施された一般試験の試験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。

収録している地域及び試験の実施時期は次のとおりです。

　　　 地　域

実施時期

関西広域連合
（大阪/滋賀/京都/
兵庫/和歌山/徳島）

愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 奈良県

令和３年度 ○ ○ ○ ○ ○ ―
令和２年度 ○ ○ ○ ― ― ○
令和元年度 ○ ― ― ― ― ―

　合計10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・修正している箇所もあります。

　問題の後に正解と、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。

　過去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

ックマークとして、活用してください。
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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。

　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つの内容で構成されています。

　各章ごとに細かく項目を分け、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４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、石川県

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
収録都道府県は後日ホームページ上に掲載いたします。

（令和４年２月現在）

※ 農業用品目編は令和４年版より発刊します。「実地問題」のみを収録していますので、一般
試験と共通の問題である「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QR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 合格証発行日 合格証番号
神奈川県 　平成27年７月13日 　　第11457号

東京都
　平成27年８月４日 　　第22795号
　平成28年８月２日 　　第23527号

福岡県 　平成27年９月４日 　　第201183号
茨城県 　平成27年９月８日 　　第11970号
高知県 　平成27年９月30日 　　第1404号
秋田県 　平成27年10月30日 　　第000029号
群馬県 　平成27年11月９日 　　第9026号
新潟県 　平成27年11月24日 　　第4143号
岩手県 　平成27年12月18日 　　第17号
石川県 　平成28年２月29日 　　第9368号

奈良県
　平成28年３月４日 　　第2534号
　平成29年３月３日 　　第2570号

滋賀県 　平成28年３月４日 　　第3248号
山梨県 　平成29年３月１日　 　　第3574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。

R4問解_関西＆中部編.indb   4R4問解_関西＆中部編.indb   4 2022/01/28   13:26:202022/01/28   13:26:20



5

目次 関西＆中部編

　 　令和３年度（2021 年）　　関西広域連合
  　　問題 ………………   6
  　　正解＆解説 ………  28

　 　令和２年度（2020 年）　　関西広域連合
  　　問題 ………………   37
  　　正解＆解説 ………  56

　 　令和元年度（2019 年）　　関西広域連合
  　　問題 ………………   64
  　　正解＆解説 ………  82

　 　令和３年度（2021 年）　　愛知県　　     問題 ………………   90
  　　正解＆解説 ………  107

　 　令和２年度（2020 年）　　愛知県　　     問題 ………………  117
  　　正解＆解説 ………  133

　 　令和３年度（2021 年）　　静岡県　　     問題 ………………  142
  　　正解＆解説 ………  151

　 　令和２年度（2020 年）　　静岡県　　     問題 ………………  156
  　　正解＆解説 ………  165

　 　令和３年度（2021 年）　　三重県　　     問題 ………………  170
  　　正解＆解説 ………  183

　 　令和３年度（2021 年）　　岐阜県　　     問題 ………………  191
  　　正解＆解説 ………  207

　 　令和２年度（2020 年）　　奈良県　　     問題 ………………  214
  　　正解＆解説 ………  227

R4問解_関西＆中部編.indb   5R4問解_関西＆中部編.indb   5 2022/01/28   13:26:212022/01/28   13:26:21



6

令
和
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度　

関
西

１ 令和３年度（2021 年）　関西広域連合
〔毒物及び劇物に関する法規〕
【１】次の記述は、法第１条の条文である。（　）の中に入れるべき字句を１～５

から一つ選べ。

　（目的）

　第１条　この法律は、毒物及び劇物について、（　）ことを目的とする。

　１．公衆衛生の向上及び増進に寄与する
　　２．濫用による保健衛生上の危害を防止する
　　３．譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行う
　　４．国民の健康の保持に寄与する
　　５．保健衛生上の見地から必要な取締を行う

【２】次の記述は、法第２条第１項の条文である。（　）の中に入れるべき字句の

正しい組合せを一つ選べ。

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

外のものをいう。

 Ａ Ｂ

　１．医薬品　　　　　化粧品
　　２．医薬品　　　　　医薬部外品
　　３．医薬部外品　　　化粧品
　　４．医薬部外品　　　指定薬物
　　５．化粧品　　　　　指定薬物
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【３】毒物劇物営業者に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。

　Ａ ．毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者は、毒物又は劇物を販売又は授与の

目的で輸入することができる。

　Ｂ ．毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者は、その輸入した毒物又は劇物を、

他の毒物劇物営業者に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、

若しくは陳列することができる。

　Ｃ ．薬局の開設者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇

物を販売することができる。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

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

【４】法第３条の２に基づく、特定毒物に関する記述の正誤について、正しい組合

せを一つ選べ。

　Ａ ．特定毒物研究者のみが、特定毒物を製造することができる。

　Ｂ ．特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。

　Ｃ ．特定毒物研究者又は特定毒物使用者のみが、特定毒物を所持することができ

る。

　Ｄ ．特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲

り受けてはならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．誤　　　正　　　誤　　　正
　　２．誤　　　正　　　正　　　正
　　３．正　　　誤　　　正　　　誤
　　４．正　　　誤　　　正　　　正
　　５．誤　　　正　　　誤　　　誤
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】５
〔解説〕取締法第１条（取締法の目的）第１項。
【２】２
〔解説〕取締法第２条（定義）第１項。
【３】３
〔解説〕Ａ�．毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売

又は授与の目的で輸入してはならない。取締法第３条（毒物劇物の禁止規定）
第２項。

　　　　Ｂ�．取締法第３条（毒物劇物の禁止規定）第３項。
　　　　Ｃ�．毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売、

授与してはならない。取締法第３条（毒物劇物の禁止規定）第３項。
【４】１
〔解説〕Ａ�．特定毒物研究者のほか、毒物若しくは劇物の製造業者も特定毒物を製造で

きる。取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第１項。
　　　　Ｂ�．取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第４項。
　　　　Ｃ�．特定毒物研究者、特定毒物使用者のほか、毒物劇物営業者も特定毒物を所

持することができる。取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第10項。
　　　　Ｄ�．取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第11項。
【５】４
〔解説〕�取締法第３条の３（シンナー乱用の禁止）第１項、施行令第32条の２（興奮、

幻覚又は麻酔の作用を有する物）第１項。
【６】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）第１項、施行令第32条

の３（発火性又は爆発性のある劇物）第１項。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を30%以上含有するものに限る）、ピクリン
酸のほか、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤（塩素酸塩類を35%以上含有す
るものに限る）、ナトリウムが規定されている。

【７】３
〔解説〕Ａ．取締法第４条（営業の登録）第１項。
　　　　Ｂ�．「６年ごと」⇒「５年ごと」。取締法第４条（営業の登録）第３項。
　　　　Ｃ�．毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して６年を経過

した日の１月前までに、登録更新申請書に登録票を添えて提出することによ
って行うものとする。取締法第４条（営業の登録）第３項、施行規則第４条
（登録の更新の申請）第２項。
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【25】次のうち、白金線の先に銅（Cu）を含んだ水溶液をつけ、ガスバーナーの

炎（外炎）の中に入れたときの炎の色として、正しいものはどれか。

　１．赤　　　　２．黄
　　３．青緑　　　４．赤紫

【26】次のうち、物質とその結晶の種類の組合せとして、正しいものはどれか。

　１．黒鉛 ………………… イオン結晶
　　２．アルミニウム ……… 分子結晶
　　３．ドライアイス ……… 共有結合の結晶
　　４．ナトリウム ………… 金属結晶

【27】次の記述の（　）にあてはまる数値として、正しいものはどれか。

　 　（　）gのアルミニウム（Al）に、希硫酸（H2SO4）を反応させたところ、希

硫酸は全て反応し、硫酸アルミニウム（Al2（SO4）3）と標準状態で1.40Lの水素

（H2）が発生した。ただし、アルミニウムのモル質量を27.0g/molとし、標準状

態での気体１molの体積は22.4Lとする。

　 　なお、アルミニウムと希硫酸の反応は次の化学反応式で表される。

　　2Al ＋ 3H2SO4  Al2（SO4）3 ＋ 3H2

　１．0.281　　　２．0.562
　　３．1.125　　　４．2.24

【28】次の記述の（　）にあてはまる語句として、正しいものはどれか。

　 　ブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義において、塩基とは「（　）物質」

である。

　１．水に溶けると水素イオン（H＋）を生じる
　　２．水に溶けると水酸化物イオン（OH－）を生じる
　　３．水素イオン（H＋）を他に与える
　　４．水素イオン（H＋）を他から受け取る
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【21】１
〔解説〕�水素1Hと重水素2Hは、原子番号が同じで質量数の異なる原子の同位体（アイソ

トープ）である。
　　　　２�～４．同素体とは、同一元素からなるが性質が異なる単体をいう。酸素O2と

オゾンO3、斜方硫黄とゴム状硫黄は硫黄Sの、ダイヤモンドとフラーレンは
炭素Cの、それぞれ同素体である。

【22】３
〔解説〕�化学変化とは、ある物質から別の物質が生じる変化のことをいう。また、物質

そのものは変化せず、物質の状態だけが変わる変化を状態変化（物理変化）と
いう。

凝縮

液体固体

昇華

気体

蒸発
融解

昇華

凝固

【23】４

〔解説〕�4018Arの「40」は質量数、「18」は原子番号をあらわす。原子番号は陽子の数と
等しく、質量数は陽子の数と中性子の数の和をいう。従って、質量数40から陽
子の数18を引くと、中性子の数が22だということがわかる。

　　　　１．「原子番号」⇒「質量数」。
　　　　２．中性子は電荷をもたない。
　　　　３．「電子」⇒「中性子」。
【24】２
〔解説〕周期表の１族の元素のうち、水素Hを除いたものをアルカリ金属という。
【25】３
〔解説〕�炎色反応は次のとおり。赤色…リチウムLi、黄色…ナトリウムNa、青緑色…銅

Cu、赤紫色…カリウムK。
【26】４
〔解説〕�１．黒鉛C�………�共有結合の結晶。
　　　　２．アルミニウムAl�………�金属結晶。
　　　　３．ドライアイスCO2�………�分子結晶。
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【19】次のうち、毒物又は劇物とその主な用途の組合せとして、正しいものはど

れか。

 名称 主な用途

　ア ．アクリルニトリル　　　化学合成原料

　イ ．クロルエチル　　　　　ロケット燃料

　ウ ．ヒドラジン　　　　　　木材の防腐剤

　エ ．塩素　　　　　　　　　紙・パルプの漂白剤

　１．ア、イ　　　２．イ、ウ
　　３．ウ、エ　　　４．ア、エ

【20】次は、ある物質の毒性の特徴について述べたものであるが、物質名として

最も適当なものはどれか。

　 　頭痛、眼及び鼻孔の刺激性を有し、呼吸困難などとして現れ、皮膚につくと水

疱
ほう

を生じる。

　１．ブロムエチル　　　２．アクロレイン
　　３．蓚

しゅう

酸　　　　　　　４．メタノール

【21】次のうち、硫酸について述べたものとして、誤っているものはどれか。

　１．無色透明、油様の液体である。
　　２ ．濃硫酸が人体に触れると、激しい火傷をきたす。
　　３ ．硫酸の希釈水溶液に塩化バリウムを加えると、白色の硫酸バリウムを沈殿

する。
　　４ ．濃硫酸は比重が極めて小さい。

【22】次のうち、アンモニアについて述べたものとして、正しいものはどれか。

　１ ．液化アンモニアは、漏えいすると空気よりも重いアンモニアガスとして拡
散する。

　　２ ．特有の刺激臭のある無色の気体である。
　　３ ．水、エタノールに不溶である。
　　４ ．アンモニア５％を含有する製剤は劇物に該当する。

【23】次のうち、1.0mol/Lの水酸化カルシウム水溶液20mLを中和するのに必要

な2.0mol/Lの塩酸の量として、正しいものはどれか。

　１．10mL　　　２．20mL
　　３．30mL　　　４．40mL
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【21】３
〔解説〕�アセチレンCH≡CHはアルキン（分子中に三重結合を１つ含む鎖式炭化水素

（脂肪族炭化水素））である。
　　　　１．酸素O＝O

　　　　２．エチレン� 　　　４．アンモニア　H－N－H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� �H

【22】１
〔解説〕２．昇華…固体から気体への変化、又は気体から固体への変化。
　　　　３．潮解…結晶が空気中の水分を吸収して溶け、自発的に水溶液となる変化。
　　　　４．融解…固体から液体への変化。
【23】４
〔解説〕�過マンガン酸カリウム（KMnO4）はカリウムイオンK＋と過マンガン酸イオン

MnO4－から成る化合物であるため、酸化数の総数は「０」となる。カリウムK
の酸化数はイオンの電荷より「＋１」、酸素Oの酸化数は－２であるためO4の
酸化数は「－８」。従って、Mnの酸化数は「＋７」となる。

　　　　�一方、二酸化マンガン（MnO2）の酸化数は「０」。O2の酸化数は「－４」。従っ
て、Mnの酸化数は「＋４」となる。

　　　　酸化数が「＋７」から「＋４」に減少しているため、Mnは還元されたという。
　　　　１�．塩素（Cl2）のClの酸化数は「０」、次亜塩素酸（HClO）のClの酸化数は

「＋１」である。酸化数が増加しているためClは酸化されたという。
　　　　２�．過酸化水素（H2O2）のOの酸化数は例外的に「－１」、酸素（O2）のOの

酸化数は「０」である。酸化数が増加しているためOは酸化されたという。
　　　　３�．塩酸（HCl）のClの酸化数は「－１」、塩化カルシウム（CaCl2）のClの酸

化数は塩化物イオンCl－の電荷より「－１」である。酸化数の増減がないた
め、Clは酸化も還元もされていない。

【24】４
〔解説〕�蒸発熱…液体が気体へ状態変化

する際に吸収する熱量。
　　　　１�．溶解熱…溶質が溶媒に溶解

する際に吸収または放出され
る熱量。

　　　　２�．融解熱…固体が融解して液
体になる際に吸収する熱量。

　　　　３�．昇華熱…昇華に伴って吸収
または放出される熱量。

温度
（℃）

100

0

加えた熱量（Ｊ）

融解熱

蒸発熱

気
体

固
体

気
体＋

液
体

液
体＋

固
体

液
体
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〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕
【31】硝酸に関する記述として、誤っているものを一つ選びなさい。

　１．常温、常圧では、無色無臭の液体である。
　　２ ．金、白金その他の白金族の金属を除く諸金属を溶解し、硝酸塩を生ずる。
　　３ ．硝酸蒸気は眼、呼吸器等の粘膜及び皮膚に強い刺激性を持つ。
　　４ ．ニトログリセリン等の爆薬の製造に用いられる。
　　５ ．硝酸10％以下を含有する製剤は劇物から除外される。

【32】次の物質の性状として、最も適当なものを一つ選びなさい。

　Ａ ．クロルメチル

　Ｂ ．硅弗化ナトリウム

　Ｃ ．ジメチルアミン

　１ ．無色で苦扁桃（アーモンド）様の特異臭のある液体で、水、アルコールには
よく混和する。点火すれば青紫色の炎を発し燃焼する。

　２ ．無色の気体で、エーテル様の臭いを有する。空気中で爆発するおそれもある
ことから、濃厚液の取り扱いには注意を要する。

　３ ．強アンモニア臭のある気体で、水によく溶け、強アルカリ性溶液となる。
　４ ．白色の固体で、水、アルコールに可溶。空気中に放置すると、水分と二酸化

炭素を吸収して潮解する。
　５ ．白色の結晶であり、水に溶けにくく、アルコールには溶けない。

【33】アニリンに関する記述の正誤について、正しいものの組み合わせを一つ選

びなさい。

　Ａ ．水溶液にさらし粉を加えると、紫色を呈する。

　Ｂ ．水によく溶け、有機溶媒には難溶である。

　Ｃ ．廃棄方法として、活性汚泥法又は燃焼法が用いられる。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

　１．正　　　正　　　誤
　　２．正　　　誤　　　正
　　３．誤　　　正　　　誤
　　４．誤　　　誤　　　正
　　５．誤　　　誤　　　誤
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【37】Ａ…４　Ｂ…２　Ｃ…３　Ｄ…１
〔解説〕Ａ�．黄燐

りん

P4［ロウ様半透明の結晶性固体］［ニンニク臭］［放置すると50℃で
発火］

　　　　Ｂ�．クレゾールC6H4（OH）CH3［オルト及びパラ異性体は無色の結晶］［メタ
異性体は無色または淡褐色の液体］

　　　　Ｃ�．ジメチル硫
りゅう

酸（CH3O）2SO2［無色の油状液体］［水との接触で、徐々に加
水分解］

　　　　Ｄ．セレンSe［灰色の金属光沢を有するペレットまたは黒色の粉末］
　　　　�　選択肢５．は［淡黄色の光沢ある小葉状あるいは針状結晶］［急熱あるいは

衝撃により爆発する］より、ピクリン酸C6H2（OH）（NO2）3であると考えられる。
【38】Ａ…１　Ｂ…３　Ｃ…４　Ｄ…２
〔解説〕Ａ�．EPN　C14H14NO4PS［コリンエステラーゼと結合しその働きを阻害］
　　　　Ｂ�．キシレンC6H4（CH3）2［高濃度で興奮］［麻酔作用］
　　　　Ｃ�．トルイレンジアミンCH3C6H3（NH2）2［著名な肝臓毒で、脂肪肝を起こす］

［皮膚に触れると、皮膚炎（かぶれ）を起こす］
　　　　Ｄ．燐化亜鉛Zn3P2［胃及び肺で胃酸や水と反応してホスフィンを生成］
　　　　�　選択肢５．は［皮膚や粘膜につくと火傷を起こし、その部分は白色となる］［尿

は特有の暗赤色］より、フェノールC6H5OHであると考えられる。
【39】Ａ…１　Ｂ…６　Ｃ…４　Ｄ…２　Ｅ…５
〔解説〕Ａ�．アクリルアミドCH2＝CHCONH2…燃焼法。
　　　　Ｂ．クロルピクリンCCl3（NO2）…分解法。クロルピクリンにのみ適用する。
　　　　Ｃ．シアン化水素HCN…燃焼法。
　　　　Ｄ．酒石酸アンチモニルカリウムC8H4K2O12Sb2…沈殿法。
　　　　Ｅ．ヒ素As…固化隔離法。
　　　　�　選択肢３．はアルカリ法であることから、塩化チオニルSOCl2、塩化ホスホ

リルPOCl3、五塩化燐PCl5などが考えられる。
【40】Ａ…２　Ｂ…１　Ｃ…５　Ｄ…４　Ｅ…６
〔解説〕Ａ�．クロム酸ナトリウムNa2CrO4・10H2O［還元剤（硫酸第一鉄等）］
　　　　Ｂ．硝

しょう

酸銀AgNO3［食塩水を用いて塩化物とする］
　　　　Ｃ．二硫化炭素CS2［水で覆う］［水封後密栓する］
　　　　Ｄ�．ブロムメチル（臭化メチル）CH3Br［液が拡がらないようにして蒸発させ

る］
　　　　Ｅ．メチルエチルケトンC2H5COCH3［液の表面を泡で覆う］
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