
 

平成２２年７月７日 
 

IMSBC コード未掲載貨物の種別の判定目安と判定基準 
 
１．種別Ａの判定の目安 

 
種別Ａに該当する貨物 種別Ａに該当しない貨物 

・右記の基準に該当しない貨物 
 

① 非常に微細な粒子で構成される貨物は、液状化貨物ではないと判定できる。

ただし、このような貨物は粘土等の一部の貨物に限定されており、また、

判定基準の設定は難しいため、貨物毎に個別に流動水分値の計測等により

判定することとする。 
② 試料から粒径 10mm 以上の粒子を取り除いて粒径分布を計測した場合に

得られる有効径が 1mm を超えていれば、液状化貨物ではないと判断でき

る。 
③ 一部の例外（石炭等固体密度が非常に小さい貨物）を除いて、船舶運送中

に飽和度が 70％よりも小さいことが保証される貨物、又は船舶運送中の水

分値が運送許容水分値以下であることが保証される貨物は、液状化貨物で

はないと判断できる。 
 
 
２．種別 B の判定基準と判定の目安 
 

種別 B に該当する貨物 種別 B に該当しない貨物 
危険物に該当する貨物 MHB に該当する貨物 

・危険物の判定基準（別紙１）で

危険物に該当するもの 
 

・MHB の判定方針（別紙２）に従い、

MHB に該当すると判断されるもの 
・危険物の判定基準（別紙１）で危険物に該当せず、かつ、

MHB の判定方針（別紙２）に従い MHB にも該当しない

と判断されるもの 
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別紙１ 
危険物の判定基準 

 

1． 可燃性物質類 

（1） 可燃性物質（自己反応性物質を除く。）＜CLASS 4.1＞ 

可燃性物質（自己反応性物質を除く。）の判定基準 

金属粉 長さが 250ｍｍであって、断面の形状が直角二等辺三角形（底辺 20ｍｍ及び高さ 10ｍｍのもの。）である三角柱に

堆積した試験物質（以下「堆積物」という。）の一端に点火し、堆積物全体が燃焼する時間が 10 分以下のもの 

金属粉以外の物質 堆積物の一端に点火し、当該一端からの距離が 80ｍｍから 180ｍｍまでの区間が燃焼する時間が 45 秒未満である

もの 

注1 IMDG コード 2.4.2.2.2 に規定する可燃性物質の試験によるものとする。 

注2 上記基準に該当しない物質（自己反応物質を除く）は、可燃性物質には該当しない。 

  なお、可燃性物質のうち自己反応性物質については、固体ばら積み運送はあり得ないことから、当該物質の判定基準は省略する。 

 

（2） 自然発火性物質＜CLASS 4.2＞ 

自然発火性物質の判定基準 

固体の物質（自己

発熱性物質を除

く。） 

粉末の試験物質を１ｍの高さから断熱板上に落下させ、発火するもの 

自己発熱性物質 目開きが 0.05ｍｍのステンレス製金網で作られた一辺が 100ｍｍの立方体の容器に試験物質を堆積したもの（以下

この表において「試験容器Ａ」という。）を恒温槽（熱風循環式のものに限る。以下この表において同じ。）内に設

置し、恒温槽の温度を 140℃で 24 時間保持したときに、試験物質が発火したもの又は試験物質の温度が 200℃を超

えるもの（27ｍ３に集積した試験物質の自然発火温度が 50℃を超えるもの及び次の（1）又は（2）に該当するもの

を除く。） 

（1） 試験容器Ａを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を 120℃で 24 時間保持したときに、発火せず、かつ、試

験物質の温度が 180℃を超えないもの（3ｍ３以下の体積のものに限る。） 
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（2） 試験容器Ａを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を 100℃で 24 時間保持したときに、発火せず、かつ、試

験物質の温度が 160℃を超えないもの（0.45ｍ３以下の体積のものに限る。） 

注1 IMDG コード 2.4.3.2 に規定する自然発火性物質の試験によるものとする。 

注2 上記基準に該当しない物質は、自然発火性物質には該当しない。 

 

（3） 水反応可燃性物質＜CLASS 4.3＞ 

水反応可燃性物質の判定基準 

試験物質を蒸留水に接触させたときに、次の（1）又は（2）に該当するもの 

（1） 発生する気体が、自然発火する物質 

（2） 可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3ｋＰａにおいて、試験物質 1kg、1 時間あたりの発生量が１L以上のもの 

注1 IMDG コード 2.4.4.2 に規定する水反応可燃性物質の試験によるものとする。 

注2 上記基準に該当しない物質は、水反応可燃性物質には該当しない。 

 

2． 酸化性物質類 

（1） 酸化性物質＜CLASS 5.1＞ 

酸化性物質の判定基準 

固体の物質 試験物質とファイバーセルロースの混合物でその質量比が 1 対 1 の混合物 30ｇ又はその質量比が４対１の混合物

30ｇが燃焼する時間のうちいずれか短い方の時間（「試料の燃焼時間」という。）が、臭素酸カリウムとファイバー

セルロースの混合物（「標準物質」という。）でその質量比が３対７の混合物 30ｇが燃焼する時間より短いもの 

注1 IMDG コード 2.5.2.2 及び 2.5.2.3 に規定する酸化性物質の試験によるものとする。 

注2 上記基準に該当しない物質は、酸化性物質には該当しない。 

 

（2） 有機過酸化物＜CLASS 5.2＞  固体ばら積み運送はあり得ないことから、当該物質の判定基準は省略する。 

 

3． 毒物＜CLASS 6.1＞ 

次のイからハまでに掲げる試験のいずれかにより毒物と判定されるものは毒物とする。なお、イからハまでに掲げるいずれの試験におい
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ても毒物に該当しない物質は、毒物に該当しない。 

 イ 経口毒性試験による判定基準 

経口毒性試験による毒物の判定基準 

半数致死量１が 300ｍｇ以下のもの 

注 IMDG コード 2.6.2.1.1 に規定する経口毒性試験によるものとする。 

  注 1．試験物質を被験動物に経口投与したときに、14 日以内に雄及び雌の双方の被験動物の半数が致死する量（ｍｇを単位とする。）を、被験

動物の体重 1ｋｇ当たりの数値で表したものをいう。 

 

 ロ 経皮毒性試験による判定基準 

経皮毒性試験による毒物の判定基準 

半数致死量１が 1,000ｍｇ以下のもの 

注 IMDG コード 2.6.2.1.2 に規定する経皮毒性試験によるものとする。 

  注１．試験物質を被験動物に経皮投与したときに、14 日以内に被験動物の半数が致死する量（ｍｇを単位とする。）を、被験動物の体重 1ｋｇ

当たりの数値で表したものをいう。 

 

 ハ 吸入毒性試験による判定基準 

吸入毒性試験による毒物の判定基準 

粉じん又は煙霧

を発生する物質 

半数致死濃度１が 4ｍｇ/Ｌ以下のもの 

蒸気を発生する

物質 

半数致死濃度２が飽和蒸気濃度３の 5倍以下であり、かつ、5000ｍＬ/ｍ３以下のもの 

注 IMDG コード 2.6.2.1.3 に規定する吸入毒性試験によるものとする。 

  注１．粉じん状又は煙霧状の試験物質を被験動物に、1 時間経気道投与したときに、14 日以内に被験動物の半数が致死する濃度（ｍｇ/Ｌを単

位とする。）又は 4時間経気道投与したときに、14 日以内に被験動物の半数が致死する濃度（ｍｇ/Ｌを単位とする。）を 4倍した値をいう。 

  注２．試験物質の蒸気を被験動物に、経気道投与（投与時間は 1時間とする。）したときに、14 日以内に被験動物の半数が致死する濃度（ｍＬ/

ｍ３を単位とする。）又は 4時間経気道投与したときに、14 日以内に被験動物の半数が致死する濃度（ｍＬ/ｍ３を単位とする。）を 2倍した
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値をいう。） 

  注３．20℃、101.3ｋＰａの空気中において、試験物質の蒸気が飽和している状態の濃度（ｍＬ/ｍ３を単位とする。）をいう。 

 

4． 腐食性物質＜CLASS 8＞ 

腐食性物質の判定基準 

次の（1）又は（2）に該当するもの 

（1） 試験物質を被験動物の皮膚に 4時間接触させたときに、14 日以内に完全な皮膚組織の壊死を起こすもの 

（2） 55℃において、試験物質中に鋼及びアルミニウムの試験片を一定時間浸漬したときに、次式により計算される 1 年当たりの浸

食度が 6.25ｍｍを超えるもの（ただし、鋼又はアルミニウムのいずれか一方の試験片よる試験において本判定基準に該当する

と判定された場合には、一方の試験片による試験は必要としない。） 

      （Ｗ×10×365）÷（ｄ×Ｓ×Ｔ） （ｍｍ） 

この式において、Ｗ、ｄ、Ｓ及びＴは、それぞれ、次の値を表すものとする。 

Ｗ 試験片の質量減少量（ｇ） 

ｄ 試験片の材料の密度（ｇ/ｃｍ３） 

Ｓ 試験片の浸漬面積（ｃｍ２） 

Ｔ 試験片の浸漬日数（日） 

注1 IMDG コード 2.8.2.4 に規定する腐食性物質の試験によるものとする。 

注2 上記基準に該当しない物質は、腐食性物質には該当しない。 

 

5． 環境有害物質＜CLASS 9＞ 

環境有害物質の判定基準 タイプ 

試験液 1L につき試験物質 1ｍｇ を含んだ液で、魚類を 96 時間飼育したときにその死亡率が 50％以上のもの、ミジンコを

48時間飼育したときにその遊泳阻害率が50％以上のもの又は藻類を72時間飼育したときにその生長阻害率が50％以上のも

の 

急性１ 

試験液 1L につき試験物質 1ｍｇを含んだ液で、魚類を 96 時間飼育したときにその死亡率が 50％以上のもの、ミジンコを 48

時間飼育したときにその遊泳阻害率が 50％以上のもの又は藻類を 72 時間飼育したときにその生長阻害率が 50％以上のもの

慢性１ 
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であって、急速分解性でないもの又はオクタノールと水との間の分配係数測定試験において、分配係数の対数が 4以上であ

るもの（ただし、魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験において、生物濃縮係数が 500 以上のものに限る。） 

試験液 1L につき試験物質 10ｍｇを含んだ液で、魚類を 96 時間飼育したときにその死亡率が 50％以上のもの、ミジンコを

48時間飼育したときにその遊泳阻害率が50％以上のもの又は藻類を72時間飼育したときにその生長阻害率が50％以上のも

のであって、急速分解性でないもの又はオクタノールと水との間の分配係数測定試験において、分配係数の対数が 4以上で

あって、慢性毒性無影響度が 1ｍｇ/Ｌを超えないもの（ただし、魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験において、生

物濃縮係数が 500 以上のものに限る。） 

慢性２ 

注 IMDG コード 2.9.3 に規定する環境有害物質の試験によるものとする。 
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別紙２ 
 

MHB の判定方針 
 
１．IMO での検討状況 

MHB については分類の判定基準はないところ、MHB の判定基準に関する IMO での検討状況は以下のとおり。 
（１） DSC11（2006 年 9 月）において、米国から MHB の判定基準を作成すべき旨の提案が提出されたが、①経験による現行貨物分類の

見直しに対する懸念の表明があったこと、②米国提案には明確な判定基準が示されていなかったこと等から、作業に進展はなかった。 
（２） DSC14（2009 年 9 月）において、新規 MHB 物質の分類の審議で、DSC は MHB の判定基準の重要性を認識し、締約国に更なる検

討を要請した。 
（３） 米国とオランダは、本件について議論のベースとなる提案文書を DSC15（2010 年 9 月）に提出した。このため、DSC15 以降、MHB

の判定基準について審議される見通し。 
なお、本提案文書案における MHB 判定基準作成に当たっての基本認識は以下のとおり。 

  ＜米国/オランダ提案における MHB 判定基準作成に当たっての基本認識＞ 
① MHB の判定基準がないと MHB の危険性を有するものが非危険物として運ばれ、不要な事故を招くおそれがある。 
② 現在の IMSBC コードの MHB は、事故に起因した経験等に基づき定められたものである。また、MHB の新たに定められる判

定基準では MHB の危険性なしとされるものであっても経験に基づき MHB とされるものも有るかも知れない。 
③ いくつかの貨物については、長年の安全輸送と経験から IMSBC コードで危険性無しとして分類されているものもある。今回の

提案は、MHB の判定基準の作成によりこれらのものの分類を変更しようという意図はないが、現行の分類が正しくないのであ

れば、ケースバイケースで IMSBC コードの改正提案がなされるべきである。 
 
２．MHB の判定方針 

MHB の判定を行うに当たっては、以下の事項を総合的に考慮して実施することとする。 
① 事故、インシデント、ヒヤリ・ハットの有無 
② 安全運送の実績（運送開始年、積み地、揚げ地、輸送量、頻度等） 
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③ IMSBC コードの MHB との横並び（MHB 一覧(参考１)、種別 C（危険性記述あるもの）一覧(参考２)参照） 
④ 米国/オランダ提案（上記１．（３）の米国/オランダ提案をいう。）において提示されている MHB の危険性 

a) 危険物の class4.1、4.2、4.3、5.1、6.1、7、8 及び 9 の危険性を持っており、判定基準により危険物には該当しないが一定の危険性

を有するもの 
b) 固体ばら積み貨物特有の危険性 

イ）粉塵爆発（積荷役時、揚げ荷役時に発生する粉塵による粉塵爆発の可能性） 
ロ）貨物倉及び隣接区域における酸欠 
ハ）水と作用して毒性ガスを発生する危険性 
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参考１

CLASS 種別 原文（英語） 日本語 危険性

MHB B BROWN COAL BRIQUETTES 褐炭ブリケット
ブリケットは容易に着火し、自然発火し、船倉内で酸素欠乏を引き起
こす。

MHB B CHARCOAL チャコール
自然発火するおそれがある。水に接すると自然発熱する。船倉内の酸
素欠乏を引き起こすと考えられる。55°Cを超える高温の木炭ふるいか
すは積載してはならない。

MHB
B(and

A) COAL 石炭
石炭は、可燃性雰囲気の形成、自然発熱、酸素濃度低下、金属構造物
の腐食のおそれがある。大部分が細かい場合（5 mm未満の粒子が75%
程度）液状化することがある。

MHB B DIRECT REDUCED IRON (A)
Briquettes, hot-moulded

還元鉄 (A)（ブリケット、熱間成型され
たもの）

ばら積み荷役の後には、自然発熱による30°C程度の一時的温度上昇が
起こることがある。この物質は、水（特に塩水）と接触した場合、
ゆっくりと水素を発生するおそれがある。水素は体積ベースの濃度
4%を超えると空気と爆発性混合気を形成できる可燃性ガスである。
船倉の酸素欠乏を引き起こす。この貨物は不燃性または火災危険性の
低い貨物である。

MHB B DIRECT REDUCED IRON (B) Lumps,
pellets, cold-moulded briquettes

還元鉄 (B) （塊、ペレット、冷間成形さ
れたブリケット）

ばら積み荷役の後には、自然発熱による30°C程度の一時的温度上昇が
起こることがある。運送中における過熱、火災及び爆発の危険があ
る。この貨物は、空気及び清水若しくは海水と反応し、熱と水素を発
生する。水素は体積ベースの濃度4%を超えると空気と爆発性混合気
を形成できる可燃性ガスである。この貨物の反応性は鉱石の産地、生
成過程並びに還元の際の温度及びその後の養生過程に依存する。貨物
の発熱は、貨物の発火に十分な高温を生じるおそれがある。細粒の蓄
積もまた、自然発熱、自然発火及び爆発に結びつくことがある。船倉
及び閉囲された区画において酸素欠乏を引き起こすおそれがある。

MHB B DIRECT REDUCED IRON (C) (By-
product fines) 還元鉄 (C) （微粒副生物）

ばら積み荷役の後には、自然発熱による30°C程度の一時的温度上昇
が起こることがある。
運送中における過熱、火災及び爆発の危険がある。この貨物は、空気
及び清水若しくは海水と反応し、熱と水素を発生する。水素は体積
ベースの濃度4%を超えると空気と爆発性混合気を形成できる可燃性ガ
スである。貨物の発熱は、自然発熱、自己発火及び爆発に結びつく非
常な高温を生じるおそれがある。
船倉及び隣接する閉鎖された区画において酸素欠乏を引き起こすおそ
れがある。これらの区画においては、可燃性ガスが蓄積するおそれが
ある。船倉及び隣接する閉鎖された区画への立ち入りの際には、全て
の措置を取ること。
このカテゴリーに属する貨物の性状により、この貨物の反応性を評価
することは非常に難しい。そのため常に、最悪の筋書きを想定するこ
と。

MHB（種別B）一覧
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MHB B FERROPHOSPHORUS (including
briquettes) リン鉄（ブリケットを含む。）

水と接触すると、可燃性ガスまたは毒性ガス（例えばリン化水素）を
発するおそれがある。この貨物は不燃性または火災危険性の低い貨物
である。

FERROSILICON
フェロシリコン（ケイ素の含有率が25質
量%以上30質量%未満又は90質量%以上の
もの）with 25% to 30% silicon, or 90% or

more silicon (including briquettes) （ブリケットを含む。）

MHB
Aand

B FLUORSPAR 蛍石（フッ化カルシウム）
この物質は運送許容水分値を超える水分値で積載した場合、液状化す
るおそれがある。コードの第7章参照。塵埃を吸引すると毒性があり
刺激がある。

MHB B LIME (UNSLAKED) 生石灰

生石灰は、水酸化カルシウム（消石灰）または水酸化マグネシウムを
得るため、水と混ぜる。この反応は、近くの可燃物の着火源となるの
に十分な大量の熱を発する。この貨物は不燃性または火災危険性の低
い貨物であり、眼及び粘膜に対して腐食性がある。

MHB B LINTED COTTON SEED 綿を落とした綿の実 自然発熱及び船倉の酸素欠乏を引き起こすおそれがある。

MHB B MAGNESIA (UNSLAKED) マグネシア（未消和のもの）

水酸化マグネシウムを得るため水を混ぜる。その際体積が膨脹し、熱
を出す。発火点の低い物質を着火するおそれがある。生石灰に似てい
るが、反応性は低い。眼及び粘膜に対して腐食性がある。この貨物は
不燃性または火災危険性の低い貨物である。

MHB
Aand

B
METAL SULPHIDE
CONCENTRATES 金属硫化精鉱

幾つかの硫化物精鉱は酸化し、酸素欠乏及び毒性ガスの発生を伴う自
然発熱性を有するおそれがある。腐食の問題を呈するおそれがあるも
のもある。金属硫化精鉱の火災危険性が低いと考えられる場合、固定
式ガス消火設備を備えていない船舶による運送は、SOLAS条約第II-2
章第10規則第7.1.4項に規定される主管庁の認可を必要とする。

MHB
Aand

B PEAT MOSS ピートモス

船倉及び隣接区画における酸素欠乏及び二酸化炭素の増加。積み荷役
の際の粉塵爆発の危険性。圧縮していないピートモスの上を歩行する
際または重い機械を置く際は、注意すること。水分値80%を超える
ピートモスは、特別に建造されたまたは装備された船舶で運送するこ
と。（このコードの第7.3.2節参照）塵埃は眼、鼻及び呼吸器を刺激す
るおそれがある。

MHB B PETROLEUM COKE (calcined or
uncalcined) 石油コークス（か焼又は生のもの）

生の石油コークスは、この付則の規定に従って積み込み、運送しない
場合、自然発熱し自然発火し易いと考えられる。この貨物は不燃性ま
たは火災危険性の低い貨物である。

MHB B

水分または水に水と接すると、空気中において爆発性の雰囲気を形成
するおそれのある水素発生するおそれがあり、また、同様の状況下で
非常に毒性の強いリン化水素及びヒ化水素を発生するおそれがある。
この貨物は不燃性または火災危険性の低い貨物である。
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MHB B PITCH PRILL ピッチプリル

熱せられると溶ける。可燃性で、濃い黒煙を伴って燃える。塵埃は皮
膚及び眼を刺激することがある。通常、この貨物の火災危険性は低
い。しかし、貨物の粉は容易に着火し、火災や爆発の原因となるおそ
れがある。荷役時には火災を防止するため、特別な注意を払うこと。

MHB
Aand

B
PYRITES, CALCINED (Calcined
Pyrites) 硫酸焼鉱

濡れると鋼に対する腐食性が強い。塵埃の吸引は刺激があり、毒であ
る。貨物は液状化するおそれがある。この貨物は不燃性または火災危
険性の低い貨物である。

MHB B SAWDUST おがくず
清浄で乾操し油を含まない状態で無い場合は、自然発火すると考えら
れる。船倉内の酸素欠乏を引き起こすと考えられる。

MHB B

SILICOMANGANESE (low carbon)
(with known hazard profile or known to
evolve gases) (with silicon content of
25% or more)

シリコマンガン（低炭素）（25%以上の
シリコンを含有し、危険性を有するか又
はガスを発生することが判明しているも
の）

水と接すると水素（空気とともに爆発性混合気を形成するおそれのあ
る可燃性ガス）を発するおそれがあり、また、同様の条件下において
リン化水素及びヒ化水素（毒性の強いガス）を生じるおそれがある。
貨物は船倉の酸素濃度を低下させると考えられる。この貨物は不燃性
または火災危険性の低い貨物である。

MHB B TANKAGE タンケージ 自然発熱し、発火することもある。病毒性を有するおそれがある。

MHB B VANADIUM ORE バナジウム鉱石
塵埃は毒性を有するおそれがある。この貨物は不燃性または火災危険
性の低い貨物である。

MHB B WOODCHIPS 木材チップ

この物質は化学的危険性を有する。積み荷によっては、船倉及び隣接
区画の酸素欠乏及び炭酸ガスの増加に結びつく酸化を起こすおそれが
ある。水分値15%以上であれば、この貨物の火災危険性は低い。水分
値が下がるにつれて、火災危険性は高まる。乾操状態では、木材チッ
プは外部の着火源で容易に着火する。また、燃焼し易く摩擦で発火す
ることもある。48時間以内に完全な酸素欠乏状態になるおそれがあ
る。

MHB B WOOD PELLETS 木材ペレット

積み荷によっては、船倉及びこれに接続している区画の酸素欠乏及び
一酸化炭素並びに炭酸ガスの増加に結びつく酸化を起こすおそれがあ
る。水分に晒された場合、膨脹する。木材ペレットは水分値が15%を
超えた場合、時間が経つと、自然発火の原因ともなり得る窒息性且つ
可燃性のガスの発生に結びつく、発酵に至るおそれがある。木材ペ
レットの荷役は塵埃発生の原因となるおそれがある。塵埃の濃度が高
い場合、爆発の危険性がある。

MHB B WOOD PULP PELLETS 木材パルプペレット

この貨物は化学的危険性を有する。積み荷によっては、船倉及び隣接
区画の酸素欠乏及び炭酸ガスの増加に結びつく酸化を起こすおそれが
ある。水分値15%以上であれば、この貨物の火災危険性は低い。水分
値が下がるにつれて、火災危険性は高まる。
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参考２

種別 原文（英語） 日本語 危険性

C ALUMINA アルミナ アルミナの粉塵は研磨性があり侵入し易い。眼及び粘膜の炎症を起こす。

C
AMMONIUM NITRATE
BASED FERTILIZER (non-
hazardous)

硝酸アンモニウム系肥料（非
危険物）

この貨物は非危険物に分類されるが、強く熱せられると、等級9、国連番号2071の
硝酸アンモニウム系肥料と同様の挙動を示し、分解し毒性ガスを発する。分解反
応速度はより低いが、貨物が強く熱せられると船倉内及び甲板上で毒性ガスの危
険性がある。肥料の塵埃は、皮膚及び粘膜を刺激する場合がある。この貨物は吸
湿性があり、湿気があると固まる。

C AMMONIUM SULPHATE 硫酸アンモニウム［硫安］
塵埃は皮膚及び眼を刺激することがある。飲み込むと有害である。この貨物は非
危険物に分類されているが、船倉に汗かきが起こった場合、フレーム、側板、隔
壁等の激しい腐食の原因となることがある。

C ANTIMONY ORE AND アンチモン鉱及び残滓 火災時には、アンチモン及び硫黄酸化物の危険なガスを発する場合がある。

C CARBORUNDUM カーボランダム（金剛砂） 吸い込むと僅かな毒性がある。

C CEMENT セメント 曝気すると荷崩れするおそれがある。

C CHROMITE ORE クロム鉄鉱［クロミウム鉱］ 塵埃を吸い込むと毒性がある。

C COARSE CHOPPED TYRES 粗く切り刻まれたタイヤ
油分を含む残滓が混ざった場合、船積みに先立って正しく養生していない場合及
び「貨物の性状」に示したものより小さい粒径のものを積んだ場合、ゆっくりと
自己発熱するおそれがある。

C CRYOLITE 氷晶石 長時間の接触は皮膚及び神経系統に深刻な傷害を与えるおそれがある。

AorC ILMENITE SAND チタン鉄鉱砂［イルメナイト
サンド］

種別Cのこの貨物には、特段の危険性は無い。種別Aのこの貨物は運送許容水分値
を超える水分値で積載した場合、液状化するおそれがある。

C LEAD ORE 鉛鉱 毒性がある。酸とともに毒性の強い蒸気を発する。

C MONOAMMONIUM
PHOSPHATE (M.A.P.) リン酸一アンモニウム

ばら積みリン酸一アンモニウムは、pH 4.5で、水分があると腐食性が強い。この
貨物は吸湿性があり、湿気があると固まる。この貨物はビルジウェルを覆ってい
るバーラップまたはキャンバスを腐らせる。この貨物の長期間にわたる継続的運
送は構造に悪影響を及ぼすことがある。

C PEANUTS (in shell) ピーナツ（殻付きのもの） 自然発熱するおそれがある。

種別Ｃ（危険性の記述のあるもの）一覧
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C POTASSIUM CHLORIDE 塩化カリウム
この貨物は非危険物に分類されているが、濡れた場合激しい腐食の原因となるこ
とがある。この貨物は吸湿性があり、湿気があると固まる。

C SAND 砂

珪砂の塵埃を吸引すると、呼吸器疾患を起こすことがある。珪砂の微粉は容易に
空気で運ばれ吸引される。工業砂は樹脂で覆われている場合があり、熱（55°C～
60°C）に晒されると固まることがある。

C SUGAR 砂糖（粗糖、黒砂糖、精製
糖）

砂糖は水に溶けるため、水の侵入は、船体運動により貨物内部にエアポケットを
形成するおそれがある。この危険性は、液状化貨物が呈する危険性と同様のもの
である。船倉に水が入った場合、砂糖の溶解（液体部分の形成及び荷の移動）に
よる船舶の復原性のリスクを認識すること。この貨物は非常に溶け易い。

C SULPHUR (formed, solid) 硫黄（成形されたもの）

この貨物は不燃性または火災危険性の低い貨物である。火災時には、貨物が有害
なガスを発生するおそれがある。この付則の規定に従って取り扱われ船積みされ
る限り、この貨物は人体組織にも船舶にも腐食または塵埃の危険性を呈すること
はない。

C TAPIOCA タピオカ 自然発熱し酸素欠乏を引き起こすおそれがある。

C UREA 尿素
この貨物は吸湿性があり、湿気があると固まる。尿素（純物質及び不純物入りの
両方）は水分があると塗装面を損傷するまたは鋼を腐食するおそれがある。

計　１９
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