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危険物に関する法令

危険物規制の概要

■■　危険物の類別と性質　■■

正規版にはイラストが入っています。

　　【第１類】　酸化性個体

　　【第２類】　可燃性個体

　　【第３類】　自然発火性物質および禁水性物質

　　【第４類】　引火性液体

　　【第５類】　自己反応性物質

　　【第６類】　酸化性液体

　サッカーコートで失禁、みんなに引かれて自己嫌悪。懺悔します。

   -   -    -        ----              -          ----        ----

　酸  可   固       自 禁             引         自己       酸 液

■■　第４類　引火性液体の物品・引火点　■■

　【特殊引火物】　…引火点－２０℃以下で沸点が４０℃以下 　【第３石油類】　…引火点７０℃以上２００℃未満

　　　├ ジエチルエーテル 　　　├ 重油

　　　└ 二硫化炭素 　　　└ クレオソート油

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----   --   --  ---------  -----------     　　　-- -    -----     --  ---

　　　    特殊   ｴﾁ  ﾃﾙ    二硫炭     －２０以下 　　　    ３ 重   クレオ     ７０ ２０

　【第１石油類】　…引火点２１℃未満 　【第４石油類】　…引火点２００℃以上２５０℃未満

　　　├ アセトン 　　　├ ギヤー油

　　　└ ガソリン 　　　└ シリンダー油

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　　締まったギャルのお尻だ！つっつこー。
    　　　--- --    ---      ----     　　　--          -----     ------  --  ---

　　　      １  アセ ガソ     ２１ 　　　     ４          ギヤ      ｼﾘﾝﾀﾞ    ２０ ２５

　【アルコール類】

　　　├ メチルアルコール

　　　└ エチルアルコール

　　　　　めっちゃエッチなオルゴール
    　　　------  -----   ---------

　　　    メチル   エチル  アルコール

　【第２石油類】　…引火点２１℃以上７０℃未満

　　　├ 灯油 　【動植物油類】　…引火点２５０℃未満

　　　└ 軽油 　　　├ アマニ油

　　　├ ヤシ油

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　└ オリーブ油

    　 　　--      -- -    --- ----

　　　     ２      灯 軽   ２１ ７０ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--      ---- --- -   -----

　　　    動     ｱﾏﾆ ﾔｼ ｵﾘ   ２５

1 



■■　指定数量　■■ ■■　製造場所と許可権者　■■

　【水溶性液体】　　※（）内は非水溶性 　【市長村町が許可】

　　　├ 第１石油類　…　４００L　 　（２００L） 　　　├ 消防本部および消防署を置く市町村の区域

　　　├ 第２石油類　…２,０００L　（１,０００L） 　　　└ 消防本部および消防署を置いている一の

　　　└ 第３石油類　…４,０００L　（２,０００L） 　　　　　市町村の区域のみに設置される移送取扱所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　【知事が許可】

    　　　----   -------     ------- 　　　├ 消防本部および消防署を置いていない市町村の区域

　　　    ４００     ２０００      ４０００ 　　　└ 消防本部および消防署を置いていない市町村の区域

　　　　　または２以上の市町村の区域のまたがって

　【第４石油類】　…６,０００L 　　　　　置かれている移送取扱所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　　老いると身長、縮まない？
    　　　----   ----      -------     　　　--         ----  --   --- 

　　　     ４石   指定      ６０００ 　　　    置        市長   知事 ない

正規版にはイラストが入っています。

■■　免状の区分　■■

　【甲】　取扱作業・立会い　…全類

　【乙】　取扱作業・立会い　…指定された類

　【丙】　取扱作業 …指定された危険物 、立会い …不可

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　 　- -        ---    --- --        ---------

　　　   甲 全       乙     指定 丙      立会できず 　【総務大臣が許可】

　　　└ ２以上の都道府県の区域にまたがり

　　　　　設置されている移送取扱所

■■　免状の書換え・再交付　■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　【書換えの申請をしなければならない事項】     　　　--     -------   ----- 

　　　├ 氏名変更 　　　    都道  またがる   総務

　　　├ 本籍地変更

　　　└ １０年超の写真

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　-- -     ----   -

　　　    本１０  氏名   替え

　【再交付の申請をすることができる事項】

　　　├ 亡失

　　　├ 滅失

　　　├ 汚損

　　　└ 破損

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--   --- -    --        ---

　　　    滅   亡 汚   破        再交付
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■■　保安監督者　■■ ■■　定期点検　■■

　【すべて選任を必要とする施設】 　【実施期間等】

　　　├ 製造所 　　　├ １年に１回以上、定期的に点検

　　　├ 屋外タンク貯蔵所 　　　└ 点検記録を一定期間保管

　　　├ 移送取扱所

　　　├ 一般取扱所 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　└ 給油取扱所     　　       　----- -       ---

　　　            １年  １     点検

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----       -------- ---     --        ------

　　　    保監         一給    外ﾀﾝ  移送   製造 ■■　予防規定と定期点検の対象となる施設　■■

正規版にはイラストが入っています。

　【指定数量の倍数が１０以上】

　　　├ 製造所

　　　└ 一般取扱所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----   ----     ---

　　　    製造   一般    １０上

　【指定数量の倍数が１５０以上】

　　　└ 屋内貯蔵所

　【選任を必要としない施設】

　　　└ 移動タンク貯蔵所 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----  ----             --- -----

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　    予防  点検           １５０ 内蔵

    　　　----   ----   ------   --------

　　　    保監   移ﾀﾝ   貯蔵     選任いらない 　【指定数量の倍数が２００以上】

　　　└ 屋外タンク貯蔵所

　【資格に必要な条件】 　【指定数量の倍数が１００以上】

　　　└ 甲・乙種の危険物取扱者で６ヶ月以上の実務経験 　　　└ 屋外貯蔵所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　---  ---       ----     　　　-----   ----   ----

　　　   保監 乙甲      ６実 　　　    外ﾀﾝ    ２００   １００

■■　予防規定　■■ ■■　定期点検の対象となる施設　■■

　【許可権者等】 　【すべて実施する施設】

　　　└ 所有者等が作成、市町村長等が許可 　　　├ 地下タンクを有する施設

　　　├ 移動タンク貯蔵所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　└ 移送取扱所

    　　　----             ---

　　　    市町            予防 　　　　　痴漢騒動、徹底的に検査すべし！
    　　　---- -  -   -----------

　　 地下ﾀﾝ 送 動      定期点検
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■■　予防規定の対象となる施設　■■

正規版にはイラストが入っています。

　【すべて対象となる施設】

　　　├ 移送取扱所

　　　└ 給油取扱所

　　　　　旧友、急いでスベって目覚めます
    　　　----  --       -------    -------

　　　    給油  移送   すべて     定める

製造所等の位置、製造および設備の基準

■■　保安距離を必要とする施設　■■ ■■　保安距離と保安対象物　■■

　【保安距離を必要とする施設】 　【特別高圧架空電線（７０００～３５０００Ｖ以下）】

　　　├ 製造所 　　　└ 水平距離３ｍ以上

　　　├ 屋内貯蔵所 　【特別高圧架空電線（３５０００Ｖを超えるのも）】

　　　├ 屋外貯蔵所 　　　└ 水平距離５ｍ以上

　　　├ 屋外タンク貯蔵所

　　　└ 一般取扱所 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　---- ---- -- -   ---          -----

　　　　　がたいが長い威張った生徒は距離をおけ！ 　　      特高　３５ 以下３ 超え          ５ｍ

    　　　----      --    ----     ----   ----------

　　      外タ     内外  一般     製造     保安距離 　【製造所等の敷地外にある住居】　…１０ｍ以上

　【高圧ガスの施設】　…２０ｍ以上

正規版にはイラストが入っています。

　【学校・病院など多人数を収容する施設】　…３０ｍ以上

　　　　　１２の３で銃口からガビョーン♪
    　　　------   -- -        - --

　　  １０ ２０ ３０ 住 高      学 病

正規版にはイラストが入っています。

■■　保有空地　■■

　【製造所等に必要な空地】

　　　├ 指定数量の倍数が１０以下　…幅３ｍ以上

　　　└ 指定数量の倍数が１０超え　…幅５ｍ以上

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■     　　　----            ----

    　　　----      ---    ----        -----         -------- 　　      重要            ５０

　　      １０以下  ３ｍ   超え         ５ｍ             空地
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■■　製造所の基準　■■ ■■　危険物を取り扱う配管　■■

　【地階】 　【水圧試験】

　　　危険物を取り扱う建築物は地階を有しないものであること 　　　 大常用圧力の１．５倍以上の圧力で水圧試験を行った

　　　ときに漏洩その他の異常がないものとする

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----   ---------------- 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　       地下   有しない     　　　--------   -------

　　          １．５       水圧

　【排出設備】

　　　可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれの

　　　ある建築物にはその蒸気または微粉を屋外の高所に ■■　屋内貯蔵所の構造・基準　■■

　　　排出する設備を設ける

　【屋内貯蔵所の構造】

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　地盤面から軒までの高さが６ｍ未満の平屋建てとする

    　　　----   ---- --------- 　　　床面積は１０００㎡以下とする

　　      蒸気   微粉    排出

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　【避雷設備】     　　　----   ---- - -----    --     --

　　　指定数量の倍数が１０以上の製造所には避雷設備を設ける 　　      内貯   高さ ６ 平       床      千

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　-- - ■■　屋外タンク貯蔵所の構造・基準　■■

　　      雷 １０

　【綱板】

　　　厚さ３．２㎜以上の綱板を用いて製作する

■■　製造所の特例基準　■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　【高引火点危険物】     　　　----- -------   ----

　　　引火点が１００℃以上の第４類の危険物を取り扱う 　　      外タン ３.２以上   綱板

　　　製造所は緩やかな基準特例が適用

　　【圧力タンク】　…安全装置を設ける

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　【圧力タンク以外のタンク】　…通気管を設ける

    　　　----   ----------------

　　      高引    ４類   緩やか 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　-----------         ----               ---      -----

　【アルキルアルミニウム等の製造所】 　　         圧力タンク         安全              以外      通気

　　　アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等

　　　ヒドロキシルアルミン等の危険物を取り扱う製造所は

　　　基準を超える厳しい特例が適用 ■■　防油提の構造・基準　■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　【防油提の容量】　…タンク容量の１１０％以上

    　　　----   ----- ------- 　　　【防油提の高さ】　…０．５ｍ以上

　　      ｱﾙｷﾙ  アセト  厳しい 　　　【防油提内の面積】　…８０,０００㎡以下

　　　【防油提内のタンクの数】　…原則１０基以下

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----    -----    ----     ----   -----

　　      防油     １１０      ８万      ．５   タン１０
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■■　屋内タンク貯蔵所の構造・基準　■■ ■■　移動タンク貯蔵所の構造・基準　■■

　　【タンクと壁、タンクとタンクの間】 …０．５ｍ以上の間隔をとる 　【移動貯蔵タンクの容量】　

　　　　├ ３０,０００Ｌ以下。

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　└ 内部に４,０００Ｌ以下ごとに完全な間仕切りを設ける

    　　　----  ------     ----   --

　　      貯     タン 内  ﾀﾝｸﾀﾝｸ ０５ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　-----    ----             ----   ------

　　        ３万     ４千             仕切     移動

■■　地下タンク貯蔵所の構造・基準　■■

　【防波板】　

　【地下貯蔵タンクの頂部】　…０．６ｍ以上地盤面から下に設置 　　　　└ ２,０００Ｌ以上のタンクには厚さ１．６㎜以上の

　　　　　　綱板で造られた防波板を設ける

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----  ------    ---   ----- 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　         地下タンク     頂      ０６     　　　--   -----     ---    --

　　      ２千 タンク    １６     波板

　【通気管の先端】　…地上４ｍ以上の高さにする

　【接地導線】　

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　└ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生

    　　　----     --   -- 　　　　　　するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには

　　      通気     先    ４ｍ 　　　　　　接地導線（アース）を設置する

　【タンク室のふた】　…厚さ０．３ｍ以上の防水措置を講じた 　　　　　ガリ勉には明日がある
　　　　　　　　　　　　　　　鉄筋コンクリート造とする     　　　--- --      ----

　　  ｶﾞｿﾘﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ  ｱｰｽ

　　　　　２人で納めて結婚す
    　　　---    --      ----

　　      ふた  ０３     鉄コン

正規版にはイラストが入っています。

正規版にはイラストが入っています。

　【液体危険物の漏れを検査するための管】

　　　　　　　　　　　　　　　…タンクの周囲に４カ所以上設置

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----         ---              --        ----

　　      漏れ          管               ４         以上
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■■　屋外貯蔵所の構造・基準　■■ ■■　掲示板の色　■■

　【屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物】　 　【火気注意・火気厳禁】　…赤地に白文字

　　　　├ 硫黄もしくは硫黄のみを含有するもの

　　　　├ 引火性固体（引火点０℃以上） 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　├ 第１石油類（引火点０℃以上）     　　   　-- -    - --

　　　　├ アルコール類 　　        注 厳   赤 白

　　　　├ 第２石油類

　　　　├ 第３石油類 　【禁水】　…青地に白文字

　　　　├ 第４石油類

　　　　└ 動植物油類 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　   　--            -

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　         禁水        青

    　  -       ---     --   ----   - ----    ---   ----- -

　　   外     貯蔵    動   硫黄  固０以上 １２３  ｱﾙｺｰﾙ ４ 　【給油中エンジン停止】　…黄赤（オレンジ）地に黒文字

　【架台】　 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　├ 不燃材で造り堅固な地盤面に固定     　　  ------------    ----    ---

　　　　└ 高さは６ｍ未満とする 　　      エンジン停止       黒   オレンジ

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----             -     ----

　　      架台              ６  未満

■■　給油取扱所の構造・基準　■■

　【給油空地】　※保安距離・保有空地は不要

　　　　└ 間口１０ｍ以上、奥行き６ｍ以上とする

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----------      ---- ------

　　       給油空地      １０ ６ スタンド

　【給油ホース】

　　　　└ 固定給油設備には先端に弁を設けた全長５ｍ以下の

　　　　　　給油ホースを設け、静電気を除去する装置を設ける

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　------------   ---

　　       給油ホース      ５以下
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消火設備等の基準

■■　消火設備の区分　■■ ■■　消火設備の設置基準　■■

　　【第１種】 　【第１種・屋内消火栓設備】

　　　　├ 屋内消火栓設備 　　　└ 階の各部分からのホース接続口までの

　　　　└ 屋外消火栓設備 　　　　　水平距離が２５ｍ以下となるように設置

　【第１種・屋外消火栓設備】

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　└ 防護対象物の各部分からのホース接続口までの

    　　　-------- -          --- -- 　　　　　水平距離が４０ｍ以下となるように設置

　　       消火栓   １          内 外

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　【第２種】     　　　--------      - --     - -

　　　　└ スプリンクラー設備 　　       消火栓     内 ２５     ４ 外

　　　　　二重不倫をくらったぜ 　【第２種・スプリンクラー設備】

    　　　---- -------------- 　　　└ 防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッド

　　      ２種 スプリンクラー設備 　　　　　までの水平距離が１．７ｍ以下となるように設置

　　【第３種】 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　├ 水蒸気消火設備     　　　---------- ---

　　　　├ 水噴霧消火設備 　　       ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ    １７

　　　　├ 泡消火設備

　　　　├ 二酸化炭素消火設備 　【第４種・大型消火栓設備】

　　　　├ ハロゲン化物消火設備 　　　└ 防護対象物までの歩行距離が

　　　　└ 粉末消火設備            ３０ｍ以下となるように設置

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　- ----         ----  ----       -    --     　　　----   ---

　　      ３ 粉末        二酸 ﾊﾛｹﾞﾝ     水   泡 　　     大 消   ３０

　　【第４種】 　【第５種・小型消火設備等】

　　　　└ 大型消火設備 　　　├ 地下ﾀﾝｸ貯蔵所・簡易ﾀﾝｸ貯蔵所

　　　│　移動ﾀﾝｸ貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　│　　　…有効に消火することができる位置に設置

    　　　---  -       --- 　　　└ その他の製造所

　　      大型４種    消火 　　　　　　　　…防火対象物までの歩行距離２０ｍ以下に設置

　　【第５種】 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　├ 小型消火器     　　　--      -------  ----

　　　　├ 水バケツ 　　       ５     歩行距離  ２０

　　　　├ 水槽

　　　　├ 乾燥砂

正規版にはイラストが入っています。

　　　　├ 膨張ひる石

　　　　└ 膨張真珠岩

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　 -       - ---    --- --- ---    -

　　       ５     乾 ｹﾂ      槽   砂 石     小
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■■　所要単位　■■ ■■　警報設備　■■

　【製造所・取扱所】 　【設置義務】

　　　├ 耐火構造　…延べ面積１００㎡=１所用単位 　　　 指定数量の倍数が１０倍以上の危険物を

　　　└ 不燃構造　…延べ面積　５０㎡=１所用単位 　　　　貯蔵・取扱う製造所等　（移動タンク貯蔵所を除く）

　【貯蔵所】

　　　├ 耐火構造　…延べ面積１５０㎡=１所用単位 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　└ 不燃構造　…延べ面積　７５㎡=１所用単位     　　　---- ---       --- ----

　　      警報 １０       移貯 除く

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　 ---   -------    --                    -- ---- 　【種類】

　　   不燃   製造      ５０                    貯  ７５ 　　　　├ 自動火災警報機

※　耐火構造は２倍と覚える 　　　　├ 消防機関に報知できる電話

　　　　├ 非常ベル装置

　　　　├ 拡声装置

■■　タンク貯蔵所に必要な消火設備　■■ 　　　　└ 警鐘

　【地下タンク貯蔵所】 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　└ 第５種消火設備を２個以上設置     　　　----         --- --- ---    --- ----

　　      警報     ﾍﾞﾙ装 拡  自動   電    鐘

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　------   ---- ---

正規版にはイラストが入っています。

　　      地下貯    ５種  ２以上

　【移動タンク貯蔵所】

　　　自動車用消火器のうちいずれかを設置

　　　　├ ８Ｌ以上の霧状の強化液消火器

　　　　├ ３．２ｋｇ以上の二酸化炭素消火器

　　　　├ ２Ｌまたは１Ｌ以上のハロゲン化物消化器

　　　　└ ３．５ｋｇ以上の粉末消化器を２個以上

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　-----   ------ ---------   ----   -----   ----   ----

　　  移貯      ８ 霧    ３２ 二酸     ３５      粉     ﾊﾛｹﾞﾝ  １２
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貯蔵・取り扱いの基準

■■　移動タンク貯蔵所の基準　■■ ■■　貯蔵・取り扱いに関する基準　■■

　【表示義務】 　【危険物のくず・かす等】

　　　タンクが貯蔵・取り扱う危険物の 　　　 １日に１回以上、危険物の性質に応じ、

　　　①類 ②品名 ③ 大数量 を表示する 　　　　安全な場所で廃棄その他適切な処置を講じる

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--   -----     -------   ----     　　　---     ------  ---

　　      品   数 類     移タン貯    表示 　　      くず      １    １ 処理

　【危険物の注入】

　　　危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに引火点が ■■　貯蔵所における基準　■■

　　　４０℃未満の危険物を注入するときは移動タンク貯蔵の

　　　原動機を停止させること 　【多量貯蔵】　…屋内貯蔵所

　　　同一品名の自然発火するおそれのある危険物または

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵

    　　　----    ----  ---- 　　　するときは指定数量の１０倍以下ごとに区分、かつ

　　       ４０    原動  停止 　　　０．３ｍ以上の間隔を置いて貯蔵する

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■　危険物の製造　■■     　　　--------    ----   ---- ---

　　      自然発火    増大  １０下  ０３

　【製造順序】

　　　①蒸留→　②抽出→　③乾燥→　④粉砕 　【積み重ね高さ】　…屋内貯蔵所・屋外貯蔵所

　　　原則として３ｍを超えない

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--    --        - ---- 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　      蒸    抽      燥 粉砕     　　　--------   ---

　　      積み重ね   ３下

正規版にはイラストが入っています。

　【貯蔵温度】　…屋内貯蔵所

　　　容器に収容して貯蔵する危険物の温度が

　　　５５℃を超えないように必要な措置を講じる

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----- --                  -----

　　        ５５  熱（温度）          容器
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運搬および移送の基準

■■　危険物の運搬　■■ ■■　被覆等の措置　■■

　【表示事項】 　【遮光性の被覆が必要な危険物】

　　　　①品名　②等級　③化学名 　　　　├ 第１類の危険物

　　　　④第４類の危険物で水溶性のものには『水溶性』の表示 　　　　├ 自然発火性物品

　　　　⑤数量　⑥収納する危険物に応じた注意事項 　　　　├ 第４類の特殊引火物

　　　　├ 第５類の危険物

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　└ 第６類の危険物

    　　　--   --   - --- --              ----

　　      化   等  品  水 数             注意事項 　　　　　人殺しは事前に保護せよ！
    　　　-----     ----   ----

　【混載できる組合せ】 　　      １５６４    自然  被覆

　　　　├ 第１類と第６類

　　　　├ 第２類と第４類と第５類

　　　　└ 第３類と第４類 ■■　危険物運搬車両標識　■■

　　　　　ヒールが日本語、ミスってる！ 　　【指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合】

    　　　-----     ------  --- 　　　　└ 『危』と表示した標識を掲げること

　　        １６        ２４５    ３４ 　　　　　　（標識・掲示板　…タテ・ヨコ各々０.３ｍ）

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　------     ---   --

　　      運搬中     ０３    危

■■　運搬容器への収納方法　■■

　【個体の危険物】

　　　　└ 容器の９５％以下の収納率で収納

　【液体の危険物】

　　　　├ 容器の９８％以下の収納率で収納

　　　　└ ５５℃の温度で漏れのないように収納

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----    ----------   ---

　　      個９５      液９８         ５５
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基礎的な物理学・化学

基礎的な物理学・化学

■■　物質の状態変化　■■ ■■　気体の法則　■■

　【固体から液体への変化】　…融解 　　【ボイル・シャルルの法則】

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　圧力Ｐ　×　体積Ｖ

    　　　-- -   ----     ---------------------　＝　一定

　　　   固 液   融解 　　　　　　絶対温度Ｔ

　【液体から固体への変化】　…凝固 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----      -- -    ----

　　　　　援交業、固まる 　　　    絶対     圧 体    一定

    　　　-- - -----

　　　   液 固  凝固

■■　固体の特別な現象　■■

　【液体から気体への変化】　…蒸発（気化）

　　【潮解】

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　空気中の水分を吸収し濃い溶液になる現象

    　　　--    -----    -     ----

　　　    液     気体    蒸   気化 　　　　　答えよ、こいよ。潮時か？
    　　　----      -----  ----

　【気体から液体への変化】　…凝縮（液化） 　　　    固体    濃い溶  潮解

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　【風解】

    　　 　- ---     ---- 　　　乾燥した空気中で結晶水が失われ粉末状になる現象

　　　    気 液      凝縮

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　【固体から気体/気体から固体への直接変化】　…昇華     　　　----               --   --

　　　    結晶               粉   風

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　----   ----   ----

正規版にはイラストが入っています。

　　　    気体   固体   昇華

■■　絶対温度　■■

　　【絶対温度計算式】

　　　　絶対温度Ｔ ＝ セ氏温度ｔ ＋ ２７３

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--- ----          -  ----

　　　   絶対 セ氏        温 ２７３
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■■　熱量・熱容量　■■ ■■　熱伝導率　■■

　【熱量の計算式】 　【熱伝導率の大小関係】

　　　　熱量Ｑ　＝　質量ｍ　×　比熱ｃ　×　温度変化 　　　　　　固体　＞　液体　＞　気体

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　　--       ---      --    ----     　　 　- --  ---     ---

　　　    熱       比熱    質    変化 　　　    固 液 気体   伝導

　【熱容量の計算式】

　　　　熱容量Ｃ　＝　質量ｍ　×　比熱ｃ ■■　静電気の蓄積防止　■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　【帯電防止方法】

    　　　-----               ---   --- 　　　　├ 室内湿度上昇

　　　     容量              比熱  質量 　　　　├ 接地（アース）

　　　　└ 帯電防止（服・靴）

　　　　　腹痛！しつこいＨのせいですか？
    　　 　- -     ---      --   ----

　　　    服 靴  湿度   接地  静電

物質と反応・性質

■■　同素体の関係　■■

　　【りんＰ】 　　【酸素Ｏ】

　　　　├ 黄りん 　　　　├ 酸素

　　　　└ 赤りん 　　　　└ オゾン

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　 　-          - ---    -----     　　  ------    ---- ----

　　　    赤       黄 りん   同素体 　　　    同素体   酸素 オゾン

　　【炭素Ｃ】 　　【硫黄Ｓ】

　　　　├ ダイヤモンド 　　　　├ 斜方硫黄

　　　　├ 黒鉛（グラファイト） 　　　　├ 単斜硫黄

　　　　└ 無定形炭素（すす） 　　　　└ ゴム状硫黄

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----   ------   ----   --   ------     　　  ----   ----    ---  ------

　　　    黒鉛   無定形  ダイヤ 炭   同素体 　　　    硫黄   単斜   ゴム 同素体
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■■　異性体の例　■■ ■■　酸・塩基の特徴　■■

　【ノーマルプロピルアルコール】－【イソプロピルアルコール】 　　【酸】

　　　├ 青色リトマス紙が赤色に変わる

　　　　　異性に急いで呑ませるアルコール 　　　└ すっぱい

    　　   ---    --       ----     --------

　　　    異性  イソ   ノーマ     アルコール 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  -- -               --

正規版にはイラストが入っています。

　　　    酸 す            赤

　　【塩基】

　　　├ 赤色リトマス紙が青色に変わる

　　　└ 苦い

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　 　--         --         --

　　　     塩         青        苦

　【ノーマルブタン】－【イソブタン】

■■　個体のＰＨ　■■

　　　　　異性に急いで呑ませてブタれます
    　　   ---    --       ----     --- 　　【酸性】　　　…７より小

　　　    異性  イソ   ノーマ      ブタン 　　【中性】　　　…７

　　【塩基性】　 …７より大

正規版にはイラストが入っています。

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　 　------   - -     --   ---- ----

　　　       ＰＨ    大 塩    ７     中  小 酸

■■　金属　■■

　　【重金属】

　　　　└ 比重が４以上のもの

　【オルトキシレン】－【メタキシレン】－【パラキシレン】

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　　　　　異性がおると目立つプラプラ禁止です     　　  ----   ----

    　　   ---     ----  ---    ----    ----- 　　　    重金  ４以上 

　　　    異性   オルト メタ     パラ   キシレン
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■■　酸の代表例　■■ ■■　塩基の代表例　■■

　　【強酸】 　　【強塩基】

　　　├ 塩酸 　　　├ 水酸化ナトリウム

　　　├ 硝酸 　　　├ 水酸化カリウム

　　　└ 硫酸 　　　└ 水酸化カルシウム

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----             -  - ----     　　  --------     -----    ---   --- ------

　　　    強酸          塩 硫 硝 　　　       強 塩       水酸      ナト   カリ   カル

　　【弱酸】 　　【弱塩基】

　　　├ 酢酸 　　　└ アンモニア水（水酸化アンモニウム）

　　　├ シュウ酸

　　　├ レモン水 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　└ 炭酸     　　  ---------------   --------

　　　            弱塩            アンモニヤ

　　　　　ジャックさんのダンス練習♪
    　　  ----------    ---  - - --

　　　         弱酸        炭 酢 ﾚﾓﾝ ｼｭｳ

正規版にはイラストが入っています。

■■　官能基による分類例　■■

　【アルキル基（－Ｒ）】　 　【ヒドロキシル基（－ＯＨ）】　

　　　　├ 新油性 　　　　├ アルコール類

　　　　└ 疎水性 　　　　└ フェノール類

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  -------- ------    ----  ------     　　  --------          --- ------

 　　　アルキル基   －Ｒ     新油    疎水  　　　 ヒドロキシル     ﾌｪﾉｰﾙ ｱﾙｺｰﾙ

　【アルデヒド基（－ＣＨＯ）】　 　【ケトン基（＞ＣＯ）】　

　　　　└ アルデヒド類 　　　　└ ケトン類

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  -----------   ------     　　  -------              --

 　　   　   アルデヒド    -ＣＨＯ  　　   　ケトン             ＞ＣＯ
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危険物の性質、火災予防・消火

着火・燃焼

■■　燃焼の仕方とその例　■■

　【定常燃焼】 　【非定常燃焼】

　　　└ 気体　…都市ガス・プロパンガス等 　　　└ 気体　…シリンダー内のガソリン蒸気の爆発等

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　　非常に尻にかぶりつきたい！
    　 　  --   ----               ---    ---     　　   ---    --   -----

　　　    定常 気体              プロ   都市 　　　 非定常 ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾞｿﾘﾝ

　【分解燃焼】

　　　└ 個体　…木材・石炭・紙・ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ・ｾﾙﾛｲﾄﾞ等

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----             --   ---     -      ----

　　　    分解            紙     石    木     セル

正規版にはイラストが入っています。

　【蒸発燃焼】

　　　├ 個体　…ナフタリン・硫黄等

　　　└ 液体　…灯油等第４類危険物（引火性液体）等

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----    --- -       ----

　　　   ﾅﾌﾀﾘﾝ   ４ 灯      蒸発

　【表面燃焼】

　　　└ 固体　…木炭・コークス等

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ---- ----         ------

　　    　表面 ｺｰｸｽ          木炭

■■　適用火災　■■ ■■　消化器のマークの色　■■

　【A火災】 　【普通火災用】　…白色

　　　└ 普通火災　…木材・繊維・紙等 　【油火災用】　…黄色

　【B火災】 　【電気火災用】　…青色

　　　└ 油火災　…引火性液体等

　【C火災】 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　└ 電気火災　…モーター・配電盤・変圧器・電線等     　　  ----      -- ------

　　　    普白   油黄  青電

　　　　　火傷をすると普通かゆいでー
    　                      ------ --    ---

　　　                     普通火 油  電
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第４類の性状・特性

■■　燃焼範囲（vol％）　■■

　【ガソリン】　…１．４～７．６ 　【灯油】　…１．１～６．０

　　　　　ガリガリ、貧乏チームです 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　   ------   --- ------     　　  ----    ---    ----

　　　    ガソリン   １４   ７６ 　　　    灯油    １１     ６

正規版にはイラストが入っています。

　【エチルアルコール】　…３．３～１９．０

　　　　　エッチなアソコで散々いく
    　　  ------------    --- ---

　　     　 ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ     ３３ １９

　【ジエチルエーテル】　…１．９～３６．０

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------------   ----    -----

　　       ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙ     １９       ３６

　【二硫化炭素】　…１．０～５０．０

正規版にはイラストが入っています。

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------------  --- ----

　　       二硫化炭素      １  ５０

　【水素】　…４．０～７５．０

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  -----    --    -----

　　       水素      ４     ７５

　【酸化プロピレン】　…２．８～３７．０

　【アセトアルデヒド】　…４．０～６０．０

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■     　　  --------   --    --

    　　  ------------   - - 　　    酸化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ ２８  ３７

　　       ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ     ４ ６

■■　比重　■■ ■■　水溶性　■■

　【水より重い危険物の代表例】 　【水に溶ける危険物の代表例】

　　　└ 二硫化炭素・酢酸・ニトロベンゼン・グリセリン等 　　　└ アセトアルデヒド・アセトン・メチルアルコール

　　　　　エチルアルコール・酢酸・グリセリン等

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　--　 ----           --------    --------  --   --- 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　水   重い           グリセリン   二硫化炭  酢   ベンゼン         ---- ------ -----   -----    ----   -  ---------

　      水溶 メチル エチル ｱﾙｺｰﾙ   アセト  酢  グリセリン
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■■　引火点　■■

　【ジエチルエーテル】　… －４５℃ 　【二硫化炭素】　… －３０℃以下

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------------    --------     　　  -----------       -----

　　       ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙ      －４５ 　　       二硫化炭素       －３０

　【アセトアルデヒド】　… －３９℃ 　【ガソリン】　… －４０℃以下

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　　ガソリン！値引き指令！
    　　  --------------          --  --     　　  -------       --- ----

　　      アセトアルデヒド           －  ３９ 　　      ガソリン       －   ４０

正規版にはイラストが入っています。

　【ベンゼン】　… －１０℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  --------             ---------

　　      ベンゼン                 －１０

　【トルエン】　… ５℃

　【酢酸エチル】　… －３℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------   -- 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　      トルエン  ５     　　  --------  ----     ----

　　         酢酸    エチル    －３

　【メチルアルコール】　… １１℃

　【エチルアルコール】　… １３℃ 　【メチルエチルケトン】　… －７℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------  -----   ------   --  ---     　　  ----------    ---

　　      メチル   エチル  ｱﾙｺｰﾙ   １１  １３ 　　     ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ    －７

　【灯油】　… ４０℃以上

　【軽油】　… ４５℃以上

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ------  ----   --  ----

　　       灯油     ４０   軽油 ４５

　【クロロベンゼン】　… ２８℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　         ------    ----

　　          ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ   ２８
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　【重油】　… ６０～１５０℃ 　【クレオソート】　… ７３．９℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----               -----     　　  -------    ------

　　      重油               ６０１５ 　　      ｸﾚｵｿｰﾄ     ７３９

　【アニリン】　… ７０℃ 　【ニトロベンゼン】　… ８８℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  -------- --     　　  ---------     ----

　　       アニリン  ７ 　　      ﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ      ８８

　【グリセリン】　… １７７℃ 　【シリンダー油】　… 約２５０℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ---------          ------     　　  ------         ------

　　      グリセリン            １７７ 　　      シリンダ         ２５

正規版にはイラストが入っています。

　【タービン油】　… 約２００～２７０℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  --   -------   -----

　　    ﾀｰﾋﾞﾝ    ２００      ２７０

　【ギヤー油】　… 約１７０～３１０℃ 　【マシン油】　… 約８０～３４０℃

　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 　　　　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    　　  ----    ---     --     　　  -----    -------   ------

　　      ギヤ    １７      ３１０ 　　      マシン      ８０        ３４０

正規版にはイラストが入っています。
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