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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内容を、テキ

スト形式でジャンル別にまとめたものです。令和２年４月１日に施行された、毒物

劇物取締法の法改正に対応した最新版の書籍です。

　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

４．実地 －

　構成パターンから本書では、第１章を「毒物及び劇物に関する法規」、第２章を

「基礎化学」とし、第３章を「実地（性質・貯蔵・取扱方法等）」としました。タ

イプⅠの場合、３と４をまとめて第３章に収録しています。

更に、各章ごとに細かく項目を分け、テキスト⇒練習問題の順に掲載しました。

学習方法としては、テキストを読み込み、練習問題を解き、誤りがあればテキス

トに戻る。ある程度内容を覚えられたら、次の新しい項目に進むという、繰り返し

学習をすると、該当項目を集中的に勉強でき、より内容が覚えやすくなります。

　練習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。

※�練習問題は、過去、各都道府県で実際に出題された問題を、場合によっては編集部で一
部編集・変更して掲載している箇所があります。

　また、第３章については暗記が必須であるため、「キーワードによる暗記一覧」

を追加しています。キーワードを暗記することで、効率良く問題を解くことができ

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上に都道府

県ごとの過去問題を掲載しています。利用される際は、次に示す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します。

ID
パスワード
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　より多くの問題にチャレンジしたい方に、本書と併せて使用できる「毒物劇物取

扱者試験問題＆解説」を発行します。是非こちらの書籍もご活用ください。

毒物劇物取扱者試験�問題＆解説　収録都道府県

関東編 東京/神奈川/埼玉/千葉/群馬/栃木/茨城

東日本編
北海道/宮城/福島/新潟/静岡/長野/愛知
※�令和２年（2020年）度より、東北地方（青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島）
は共通問題を使用します。

西日本編
関西広域連合（大阪/兵庫/京都/滋賀/和歌山/徳島）
中国地方（広島/山口/岡山/島根/鳥取）
九州地方（福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄）

※発刊時期や価格などの詳細は、弊社HPでお知らせします。

　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）をご利用ください。また、万が一、本書の内容に訂正等が生じた場合は、

HP上でご案内します。お手数ですが、HPでご確認いただくか、ヘルプデスクをご

活用ください。

◎ホームページアドレス

https://www.kouronpub.com（または"公論出版"で検索）

令和２年10月　毒物劇物取扱者試験　編集部

● 法改正のポイント　●

　令和２年４月１日から毒物及び劇物取締法が改正され、毒物又は劇物の製造業・

輸入業の登録等の権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されました。

　主な法改正箇所は以下のとおりです。

１「営業の登録」に関する法令
　取締法第４条（営業の登録）、施行令第35条（登録票又は許可証の書換え交付）
の内容改正

2「登録基準」に関する法令
　取締法第５条（登録基準）の内容改正

3「毒物劇物取扱責任者」に関する法令
　取締法第７条（毒物劇物取扱責任者）の内容改正
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4「届出」に関する法令
　取締法第10条（届出）の内容改正

5「事故の際の措置」に関する法令
　取締法第17条（事故の際の措置）の条番号変更

※旧取締法第16条の２（事故の際の措置）

6「立入検査等」に関する法令
　取締法第18条（立入検査等）の内容改正及び条番号変更

※旧取締法第17条（立入検査等）
施行令第36条の７（都道府県知事が処理する事務）の削除

7「登録の取消等」に関する法令
　取締法第19条（登録の取消等）、取締法第21条（登録が失効した場合等の措置）、
取締法第22条（業務上取扱者の届出等）の内容改正

● 法令の表しかた　●

　法令では、定めてある箇所を表すのに「条」「項」「号」を用いる。

● 営業の登録［取締法第４条］
１．……………………………………………………………………
　……………………………。
２．…………………………………………。

● 登録事項［取締法第６条］
１．…………………………………………。

①……………………………………………。
②…………………………………。

● 荷送人の通知義務［施行令第 40 条の６］
１．…………………………………………。

▪…………………………………………。
▪…………………………………………………………………

         ……………………………………。

● 積載の容器及び態様［施行令第 40 条の２～４］
　（1）…………………………………………………………………
　　………………（施行令第 40 条の２）。
　（2）…………………………………………………………………
　　………（施行令第 40 条の３、第 40 条の３）。

①……………………………………………。

● の続きは、条文の表題を表す。カッコ内は法令名。
本書では、主に小見出しで表記している。

施行令・施行規則の一部については、複
数の条をまとめて掲載している。
その場合は条ごとに「（１）」、「（２）」…
と表記した上で、文末のカッコ内に法令
名を表記している。

第６条第１項第１号を表す。
本書では第１号、第２号…を①、②…と表
記している。

第４条第１項を表す。
本書では第１項、第２項…を「１．」、「２．」
…と表記している。法令の原文では第１
項の「１．」は表記されていないが、本書
では原則として全て「１．」とした。

法令の原文をそのまま載せただけではわ
かりにくい箇所には、「▪」を使い内容を
まとめて表記している。
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第１章 毒物及び劇物に関する法規

　１．取締法の目的と定義	 …………………………			6	

　２．取締法で定める毒物と劇物		………………………			8	

　３．毒物劇物の禁止規定［１］			………………………	10	

　４．毒物劇物の禁止規定［２］			………………………	13	

　５．特定毒物の追加規定	 …………………………	15	

　６．営業の登録	 …………………………	18	

　７．販売業の種類と制限	 …………………………	20	

　８．登録の変更と届出	 …………………………	22	

　９．特定毒物研究者の許可と届出		……………………	24	

　10．登録の基準	 …………………………	26	

　11．毒物劇物取扱責任者	 …………………………	29	

　12．毒物劇物の取扱い	 …………………………	32	

　13．毒物劇物の表示		 …………………………	34	

　14．特別用途の販売規制	 …………………………	37	

　15．毒物劇物の譲渡手続き	 …………………………	39	

　16．毒物劇物の交付の制限	 …………………………	41	

　17．運搬の技術上の基準	 …………………………	43	

　18．事故の際の措置		 …………………………	46	

　19．廃棄方法	 …………………………	48	

　20．立入検査	 …………………………	50	

　21．登録の取消・失効	 …………………………	52	

　22．業務上取扱者の届出	 …………………………	54	

　23．情報の提供	 …………………………	58	

　24．罰　則	 …………………………	60	
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６ 営業の登録
�● �営業の登録［取締法第４条］
１	．毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製

造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店

舗の所在地の都道府県知事（販売業にあってはその店舗の

所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場

合においては、市長又は区長。第２項も同じ）が行う。

２	．毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受け

ようとする者は、製造業者にあっては製造所、輸入業者に

あっては営業所、販売業者にあっては店舗ごとに、その製

造所、営業所又は店舗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。

３	．製造業又は輸入業の登録は、５年ごとに、販売業の登録
は、６年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

55 66
輸 入 販 売製 造

年 年

▲登録の更新

● 登録の更新の申請［施行規則第４条］
１	．登録の更新は、更新満了日（登録の日から起算して５年

を経過した日）より１ヵ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。

● 登録事項［取締法第６条］
１	．営業の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。

①�申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び

主たる事務所❶の所在地）

②�製造業又は輸入業の登録にあっては、製造し、又は輸入

しようとする毒物又は劇物の品目❷

製造業

都道府県
知事

輸入業

…製造所
ごと

販売業

…店舗ごと

…営業所
ごと

申請
登録

▲営業の登録の申請

❶法人の「主たる事
務所」とは、主に本
社が該当する。

❷製造業と輸入業は
対象とする毒物劇物
の品目が必要となる
が、販売業は全ての
毒物劇物が販売対象
となるため、毒物劇
物の品目は必要ない。
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③製造所、営業所又は店舗の所在地

● 登録票又は許可証の書換え交付［施行令第35条］
１	．毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可

証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の

書換え交付を申請することができる。

２	．第１項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、

申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあっ

てはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事
（販売業にあってはその店舗の所在地が、保健所を設置す

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区

長）に、特定毒物研究者にあってはその主たる研究所の所

在地の都道府県知事（その主たる研究所の所在地が、指定

都市の区域にある場合においては、指定都市の長）に対し

て行わなければならない。

● 登録票又は許可証の再交付［施行令第36条］
１	．毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可

証を破り、汚し、又は失ったときは、登録票又は許可証の

再交付を申請することができる。

● 練習問題 ●

【１】毒物及び劇物取締法及びこれに基づく法令の規定に照らし、次のＡ～Ｃの記

述について、正しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。

　Ａ�．毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、法人ごとに、その法

人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。［九州H29］

　Ｂ�．毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、６年ごとに更新を受けなけれ

ば、その効力を失う。［九州H29］

　Ｃ�．毒物劇物営業者は、登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書

換え交付を申請することができる。［大阪H29］

▼ ▼ 正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】正解　Ａ…×　Ｂ…×　Ｃ…○
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12 毒物劇物の取扱い
● 毒物又は劇物の取扱い［取締法第11条］
１	．毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が

盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措
そ

置
ち

を講

じなければならない。

２	．毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若
も

しくは劇

物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定め
るものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外
に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの

施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じな

ければならない。

３	．毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営

業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇

物又は第１項の政令で定める物を運搬する場合には、これ

らの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐ

のに必要な措置を講じなければならない。

４	．毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生

労働省令で定める劇物（全ての劇物❶）については、その

容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用
してはならない。

● 危害防止の措置を講ずべき毒物含有物［施行令第38条］
１	．法第11条第２項に規定する政令で定める物は、次のとお

りとする。

①無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物（シア

ン含有量が１Lにつき１mg以下のものを除く）

②�塩化水素、硝
しょう

酸若しくは硫
りゅう

酸又は水酸化カリウム若しく

は水酸化ナトリウムを含有する液体状の物（水で10倍に

希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0～12.0
までのものを除く）

盗難防止の措置をす
る。

❶施行規則第11条
の４第１項。

飲食物の容器を使用
してはならない。

�塩化水素などの強酸
又は水酸化カリウム
等の強塩基は、水で
十分に希釈する。
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第２章 基礎化学

　１．物質の性質と分離	 …………………………	64

　２．物質の成分	 	 …………………………	68

　３．原子の構造	 	 …………………………	71
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　５．イオンとイオン結合	 …………………………	77

　６．金属と金属結合	 	 …………………………	81
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　11．化学反応式	 	 ………………………		103
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　21．反応熱と熱化学方程式	 ………………………		148
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　24．有機化合物の基礎と分類	 …………………		158
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　27．芳香族化合物	 	 ………………………		174
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６  金属と金属結合
●�自由電子
金属は、多数の原子が規則正しく配列して結晶となってい

る。このとき、各金属原子の価電子は、もとの原子に固定さ

れずに、金属中を自由に動き回っている。このような電子を

自由電子という。

　金属では、この自由電子が原子間を結びつける役割をして

いる。この結合を金属結合という。

　金属の単体は、多数の原子からできている。化学式では、

鉄Fe、マグネシウムMgのように、元素記号をそのまま用

いた組成式で表す。

●�金属の性質
　金属は、独特の光沢（金属光沢）を示す。また、電気伝導
性（電気を伝える性質）や熱伝導性（熱を伝える性質）が

大きい。これらの性質は、金属中の自由電子が移動するとき、

電気や熱のエネルギーが運ばれることによる。

　また、金属は比較的自由に変形させることができる。たた

いて薄く広げることができる性質を展
てん

性、引っ張って長く延

ばすことができる性質を延
えん

性という。金属は、展性及び延性

に優れている。

▼ 主な金属の性質

物質 水銀　Hg 銅　Cu アルミニウムAl 鉄　Fe

性質 融点が低い
常温で液体 電気を通しやすい

軽くて丈夫
電気を通しやすい
熱を通しやすい

硬くて丈夫

▲金属結合のモデル

 ▲金箔
金は展性に優れてい
る。
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● 金属結晶の構造
　金属の固体では、原子が規則正しく配列して金属結晶をつ

くっている。結晶中の規則的な粒子の配列を結晶格
こう

子
し

といい、

その中に現れる最小の繰り返し単位を単位格子という。金属

結晶の多くは、体
たいしん

心立
りっぽう

方格
こう

子
し

、面
めんしん

心立
りっぽう

方格
こう

子
し

、六
ろっぽう

方最
さいみつ

密構造

の、いずれかをとる。

体心立方格子は、立方体の頂点と中心に原子が配列した

結晶格子である。単位格子の頂点それぞれに原子が１/８個

ずつと、中心に原子が１個あるため、正味２個分の原子が

存在する。一つの原子の周囲には、８個の原子が接してい

る（配位数８）。

面心立方格子は、立方体の頂点と各面の中心に原子が配

列した結晶格子である。単位格子の頂点それぞれに原子が

１/８個ずつと、６つの面の中心に原子が１/２個ずつあるた

め、正味４個分の原子が存在する。一つの原子の周囲には12

個の原子が接している（配位数12）。

▼ 金属結晶の構造

単位格子の種類 体心立方格子 面心立方格子

単位格子の構造

１/８個
１個

１/２個

１/８個

単位格子中の原子の数 ２個 ４個

配位数 ８ 12
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28 タンパク質／アミノ酸の検出
●�呈色反応
　タンパク質やアミノ酸は、特有の呈

てい

色
しょく

反応❶を示すため、

その検出に利用される。

［ビウレット反応］
　タンパク質水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて塩基

性にした後、少量の硫
りゅう

酸銅（Ⅱ）水溶液を加えると赤紫色に

なる。この反応をビウレット反応という。

［キサントプロテイン❷反応］
タンパク質水溶液に濃硝

しょう

酸を加えて熱すると黄色になり、

更にアンモニア水などを加えて塩基性にすると橙
とう

黄
おう

色になる。

この反応をキサントプロテイン反応という。この反応は、ベ

ンゼン環のニトロ化により生じ、芳
ほうこう

香族アミノ酸が含まれて

いることを示す。

［ニンヒドリン反応］
アミノ酸にニンヒドリン水溶液を加えて温めると、紫色を

呈する。この反応をニンヒドリン反応という。アミノ酸やタ

ンパク質中のアミノ基－NH2によって反応が起こる。

●　練習問題 ●

【１】アミノ酸の検出に用いられる反応はどれか。［神奈川H29］

　１．ヨードホルム反応　　　２．ニンヒドリン反応
　　３．銀鏡反応　　　　　　　４．ヨウ素デンプン反応
　　５．ルミノール反応

▼ ▼ 正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】正解…２

❶呈色反応…変色あ
るいは発色を伴う化
学反応。

❷プロテイン	protein
…タンパク質の意味。

▲ニンヒドリン反応
による指紋の検出
人の汗には微量のア
ミノ酸が含まれてい
ることから、紙に付
着した指紋の検出試
薬として、ニンヒド
リン水溶液が古くか
ら使われている。
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第３章 実地（性状・貯蔵・取扱方法等）

　１．毒物劇物の性状	 	 ………………………		180

　２．鑑別方法	 	 ………………………		237

　３．廃棄方法	 	 ………………………		252

　４．毒性と解毒剤	 	 ………………………		272

　５．貯蔵方法	 	 ………………………		289

　６．主な用途	 	 ………………………		298

　７．漏えい時の措置	 	 ………………………		310

　８．除外される上限濃度	 ………………………		324

毒物劇物の対象

　本書の第１章では、毒物、劇物及び特定毒物を取締法別表第１、別表第２、別

表第３にそれぞれ掲げる物としてきた。

　しかし、法令では更に多くの毒物、劇物及び特定毒物を指定しており、取締法

別表第１～第３の最後の号に、それぞれ次の規定が記されている。

別表第１（毒物）最後の号：前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有

する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
別表第２（劇物）最後の号：前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有

する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの
別表第３（特定毒物）最後の号：前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物

を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

　ここでいう「政令」とは、「毒物及び劇物指定令」を指す。すなわち、毒物劇

物は、「取締法」と「毒物及び劇物指定令（指定令）」の二つの法令で指定されて

いることになる。政令で追加または削除できるようにしてあることで、法律の改

正が不必要となる利点がある。

　なお、本書では出題傾向の高い毒物、劇物及び特定毒物を抜粋して掲載してい

る。農業用品目、特定品目についても同様である。
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行の毒物・劇物さ
酢酸エチル	CH3COOC2H5 特 劇物
別名：�酢酸エステル

　強い果
か

実
じつよう

様の香
こう

気
き

がある無色透明の液体。水にやや溶ける。蒸気は空気より重く、
可燃性で引火しやすい。

酢酸タリウム	CH3COOTl 劇物

　無色の結晶。水及び有機溶媒によく溶ける。湿った空気中で潮
ちょう

解
かい

する。殺鼠
そ

剤とし
て用いられる。

酢酸鉛
なまり

	Pb（CH3COO）2・3H2O 特 劇物
別名：�酢酸第一鉛

　無色の結晶。水とグリセリンに溶ける。通常は三水和物で甘
かん

味
み

をもつ。

サリノマイシンナトリウム	C42H69O11Na 劇物

　白色～淡
たんこうはく

黄白色の結晶性粉末。わずかな臭いを有する。酢酸エチルによく溶け、水
には溶けない。

三塩化アンチモン	SbCl3 劇物
　淡黄色の結晶。潮解性が強い。加水分解により、塩化水素の白煙を発生する。水に
極めて溶けやすい。

三塩化燐
りん

 PCl3 毒物

　無色で刺激臭のある液体。不
ふ

燃
ねん

性で、腐
ふ

食
しょく

性が強い。水により加水分解し、塩酸
HCl�aqと亜燐酸を生成する。空気中の湿気により発煙する。

酸化カドミウム	CdO 劇物

　赤
せき

褐
かっ

色
しょく

の粉末。水には溶けないが、酸に溶けやすい。安定剤の原料。
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７ 漏えい時の措置
　「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」では、毒物劇物ご

とに応急措置の方法が定められている。

　漏
ろう

えい時の措置として共通する内容をまとめると次のとおりとなる。

◎風下の人を退避させる。
◎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ち入りを禁止する。
◎可燃性のものは、付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
◎作業の際には必ず保護具を着用する。
◎風下での作業を行わないこと。
◎濃厚な廃液が河川等に排出されないように注意する。

　漏えい時の措置の内容から、漏えいしている対象物の違い（固体・液体・気体）

を推測することができる。また多くは、「空容器に回収」する。

◎固体…「飛散したものは空容器にできるだけ回収し、～」
◎液体…「漏えいした液は、土砂等でその流れを止め、～」
◎気体…「漏えいしたボンベ等を～」

　漏えい時の措置の基準は、少量の場合と多量の場合とで分けて定められている。

本書では、特に表示がない限り「多量の場合」としてまとめてある。

▼水溶性のものは水で希釈する

◎過酸化水素	H2O2　　◎ホルマリン	HCHO�aq　　◎メタノール	CH3OH

漏えいした液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、多量の水を用いて十分に
希釈して洗い流す。（過酸化水素、メタノールの例）

※  メタノールは引火することがあるが、水によく溶けるため、水で希釈して洗い流す。

▼アンモニアは水で洗い流す

◎アンモニア水	NH3�aq

漏えいした液は土砂等で流れを止め、安全な場所に導いて、遠くから多量の水をかけて
洗い流す。
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キーワード による 暗記一覧
▼固体

［灯油または流動パラフィンの入った容器］ カリウム、ナトリウム

［水を満たした空容器に回収］ 黄
おう

燐
りん

［消石灰等の水溶液を用いて処理する］ 硫
りゅう

酸第二銅

［消石灰等の水溶液で処理する］［中性洗剤］ 有機燐化合物

［水酸化ナトリウム水溶液］［酸化剤］ シアン化カリウム、シアン化銀、
シアン化ナトリウム

［還元剤（硫酸第一鉄）］ 亜塩素酸ナトリウム、重クロム酸
ナトリウム、無水クロム酸、硫化
バリウムなど

［硫酸第二鉄］ 砒
ひ

素

［乾燥しないように適量の水を散布］
［金属容器は使用しない］

ピクリン酸、
ピクリン酸アンモニウム

［発火のおそれがある］［水に溶かす］ 過酸化ナトリウム

［硫
りゅう

酸ナトリウムの水溶液］ 塩化バリウム、硝
しょう

酸バリウム

［食塩水］［塩化銀］ 硝酸銀、硫酸銀

▼液体

［水で希釈して洗い流す］ 過酸化水素、ホルマリン、
メタノール

［重炭酸ナトリウムなどで注意深く中和する］ ホスゲン

［消石灰等の水溶液で処理する］
［発生するガスは霧状の水をかけて吸収させる］

弗
ふっ

化水素酸

［消石灰等で中和する］ 塩酸、臭
しゅう

化水素酸、トリクロル酢酸、
硫酸など

［多量の水を用いて洗い流す］［中性洗剤］ クロロホルム、四塩化炭素

［濡れむしろ］
［遠くから多量の水をかけて洗い流す］

アンモニア水、
液化アンモニア
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