
 

© Gard AS Page 1 of 7 

 

 

 

Member Circular 23/2010 

インドネシアおよびフィリピンのニッケル鉱貨物の安全輸送につい

て 

 

こちらは、英文記事「Re:Indonesia and the Philippines – Safe Carriage of Nickel Ore Cargoes Introduction」 

（2011年1月）の和訳です。 

 

メンバー各位 

 

はじめに 

 

2010年10月から11月にかけて、Jian Fu Star号、Nasco Diamond号、Hong Wei号という3隻の船がイ

ンドネシアから中国へニッケル鉱石を輸送する途中で沈没し、計44名の船員が犠牲になりました。沈没

の原因はまだ明確になっていませんが、ニッケル鉱石も、粉鉄鉱石や多くの精鉱のように、貨物の含水量

が運送許容水分値（Transportable Moisture Limit [TML]）を超えると液状化することがある貨物です。

このような貨物が液状化した場合、船の復原性が失われ、転覆するおそれがあります。したがって、3隻

の船が転覆した原因は貨物の液状化である可能性が大です。 

 

これらの事故以外にも、インドとフィリピンで積載されたニッケル鉱貨物の液状化により運搬船の復原

性が失われたものの、何とか沈没を免れたというケースが最近数多く報告されています。あるケースで

は、運搬船が座礁し、船体に多大な被害が生じました。現在、フィリピン国内でニッケルの船積みが行わ

れているのは、サンタクルス（ルソン島）、スリガオとトゥバイ（ミンダナオ島）、およびリオ・トゥバ（パ

ラワン島）の4カ所だけです。 

 

ある種の鉱物貨物の液状化は、航海中の船の揺れや、主機関等船内の機械類の作動による振動など、海洋

航海で日常的に起きる現象に起因して発生する可能性があります。 

 

国際P&Iグループは、2010年11月24日から12月3日まで開かれたIMOの第88回海上安全委員会（IMO M

aritime Safety Committee）に出席したインドネシアとフィリピンの代表団に対し、インドネシアとフ

ィリピンのニッケル鉱石の船積みと輸送に関する懸念を非公式に示しました。国際乾貨物船主協会（Int

ercargo）はこの第88回海上安全委員会に参加し、ニッケル鉱石のように液状化するおそれのある貨物の

輸送に伴う危険性とリスクに関して懸念を表明しました。さらに、国際乾貨物船主協会は、一部の用船者

と船長は、荷送人が提出した申告書と試験結果報告書を独自に検証する機会が与えられずに、それを受け

入れるよう極度の圧力をかけられていると指摘しました。マーシャル諸島の代表団が国際乾貨物船主協

会の参加を支持し、また、インド代表団は、インドで積み込まれる粉鉄鉱石の安全輸送を向上させるため

にインド当局が実施している措置について説明しました。 

http://www.gard.no/Content/12143419/Member%20Circular%2023%202010%20Indonesia%20and%20the%20Philippines%20%EF%BF%BD%20Safe%20Carriage%20of%20Nickel%20Ore%20Cargoes.pdf
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ニッケル鉱石の船積みと輸送に関する具体的な懸念 

 

インドネシア産、フィリピン産のニッケル鉱石の船積みと輸送に関して、以下の懸念が生じています。 

 

(a) ほとんどの鉱山が遠隔地にあるため、船積施設や港湾施設が全くないか非常に限られており、積

み込み装置や方法も初歩的なものしかありません。ニッケル鉱貨物はカバーを掛けずに岸壁に

貯鉱されているため、完全に野ざらしの状態です。 

 

(b) 従来は、ほとんど雨が降らない2月から5、6月までの乾季に貨物を船積みしていましたが、近年

では、事例証拠から、雨季と乾季の明確な境目が消えつつあることが分かっており、今では乾季

の間でも大雨に見舞われます。そのため、太陽光では、貯鉱されている鉱石を以前と同程度に乾

燥させることはできません。 

 

(c) また、鉱山が遠隔地にあり簡単にアクセスできないことから、船が指定した独立サーベイヤーや

専門家が鉱山に赴き、船積み予定の貨物のサンプルを採取することは困難です。 

 

(d) しかも、インドネシアとフィリピンには、独立した検査機関は、たとえあったとしても、ごくわ

ずかです。鉱山は通常、自前の検査施設を保有していますが、貨物のサンプルを検査する際に、

正確な検査装置を満足な状態で利用できるのか、あるいは鉱山の検査施設は国際海上固体ばら

積み貨物規則（IMSBCコード）で定められた手順に従っているのかなどが、判断できないことが

よくあります。鉱山の装置と検査・サンプリング手順について実施した監査の結果は、いずれも

できていないことを示唆しています。したがって、2011年1月1日付で国際的に義務化された荷

送人がIMSBCコードに基づき提出することが求められる情報・証拠書類、とりわけTMLと流動

水分値（Flow Moisture Point [FMP]）の証明書の信頼性が疑問視されています。 

 

(e) ニッケル鉱石の組成と物性は採掘場所によって大きく異なります。ニッケル鉱石貨物は均質で

はないため、貨物全体のTMLと含水量を正確に測定するのは困難です。複数の鉱山から集めら

れた貨物について荷送人がTML証明書を一通しか提出しないことがよくありますが、これはIM

SBCコードに反します。 

 

(f) ニッケルラテライトは粘土含有量が高い鉱石です。このため、一般的なフローテーブル法を用い

てサンプルのFMP試験を行うと主観的になり、結果も疑わしいものになる可能性があります。

フローテーブル法が適さない場合、採用すべき手順はポートステート関係当局が承認した手順

であるべき、とIMSBCコードの1.1.1に記載されています。 

 

(g) 錨地では、岸壁の貯鉱場所から鉱石を積み込んだバージや輸送艇から、船舶に積載されることに
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なります。貯鉱された鉱石は、サンプルが採取・検査された後、鉱山から岸壁までの輸送中、そ

して岸壁での貯鉱中に、雨にさらされている可能性があります。IMSBCコードは、含水量の検査

から積載までの期間を7日以内にするよう求めていますが、この期間が守られていない事例が多

数見受けられます。 

 

(h) 本船に代わって貨物のサンプルを採取し、独立した検査を実施するために任命されたサーベイ

ヤーが、鉱山の実施した検査の結果を受け入れるよう荷送人から極度の圧力を受けているとい

う報告が多数あります。ある事例では、こうした「圧力」がまさに身体的な脅しに他ならないも

のになっています。 

 

国際海上固体ばら積み貨物コード（IMSBCコード） 

 

IMSBCコードは、1974年のSOLAS条約とそのプロトコルに基づいて発行されています。IMSBCコード

は、ニッケル鉱石のように液状化するおそれのある貨物を含め、固体ばら積み貨物の安全な積付と輸送に

関する国際的に合意された規則を定めています。リストに記載されていない貨物は、IMSBCコードの1.3

で取り上げられています。IMSBCコードは、2011年1月1日、国際的に義務付けられました。 

 

1974年のSOLAS条約の規則VI/2は、荷送人に対して、貨物の適切な積付と安全な輸送のために必要な予

防措置を講じることができるように、船積み前に十分な時間的余裕をもって貨物に関するすべての情報

を船長またはその代理人に提供することを求めています。 

 

IMSBCコード第4節は、荷送人の貨物に関する情報提供義務と責任について定めています。 

 

最も重要なのは、液状化のおそれのある貨物（種別A貨物）の場合、船積み時の貨物の含水量とTMLを証

明する証明書を提出すべきだということです。IMSBCコードでは、FMPの90%をTMLと定義してます。

FMPは、検査機関での貨物サンプルの分析によって決定されます。含水量がTMLを超える貨物について

は、船積みを認めるべきではありません（専用船による場合を除く）。ニッケル鉱石の表はIMSBCコード

に載っていませんが、ニッケル鉱石は種別A貨物とみなされるべきです。 

 

(A) 船長の義務 

 

船長またはその代理人は、積荷役作業を最初から最後まで監視すべきです。前述のとおり、船長または船

舶の代表者が必要な貨物情報をすべて書面で受け取るまで、船積みを開始すべきではありません。船長

は、貨物の状態が本船の安全に影響を与えるおそれがあると懸念する場合、SOLASに基づき、貨物を船

積みしない、あるいは船積みを中止する決定的な権限を有しています。 

 

(B) 荷送人の義務 
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(1) 貨物情報 

 

貨物を本船に安全に船積みし、運搬し、荷揚げできるようにするため、荷送人は、船積み前に十分な時間

的余裕をもって、IMSBCコードに基づいて要求されるすべての情報と文書を書面で船長またはその代理

人に提供しなければなりません。 

 

(2) 証拠書類 

 

証拠書類として、以下のものを用意する必要があります。 

 

(a) 船積み予定の貨物の含水量を証明する証明書/申告書と、貨物の含水量は（荷送人の知る限り）

当該貨物の平均含水量であるという供述。ある貨物が2カ所以上の積荷場所に積み込まれる場合、

含水量の証明書/申告書は、各積荷場所に積載された貨物の種類ごとに証明しなければなりませ

ん。ただし、適切なサンプリングと検査により、異なる種類の貨物が積荷全体に均一に存在して

いることが明白である場合はこの限りではありません。 

 

(b) 貨物のTMLを証明する証明書と、適格な検査機関が作成したFMP試験の結果。IMSBCコードは、

通常の貨物に関し、生産工程が何からの形で変更されない限り、FMP試験の実施から船積みま

での期間を6カ月以内とし、含水量の検査から船積みまでの期間が7日を超えてはならないと規

定しています。しかし、ニッケル鉱石のように不規則に変化する貨物については、船積みごとに

点検すべきです。船長は、荷送人の検査施設から提出された含水量証明書と含水率がTMLに近

い場合、十分な注意を払うべきです。検査実施時点から積載時点までに相当な降雨があった場合、

荷送人は、積荷の含水量がまだTML未満であることを確認するための照合試験（IMSBCコード

の4.5.2）を実施しなければなりません。 

 

(3) 検査機関 

 

荷送人は、貨物のサンプルについて検査を行った検査機関を明示しなければなりません。ただし、先に述

べたように、鉱山の検査施設が実施した検査の結果にはほとんど信頼を置けないため、本船側のサーベイ

ヤーや専門家による独自のサンプル検査を実施すべきです。 

 

(4) 貯鉱場所 

 

荷送人は、積載予定の貨物が出荷された貯鉱場所を特定するとともに、検査されたサンプル（これに関し

て証明書が発行され、申告がなされているもの）がその貯鉱場所から採取されたものであることを書面に

より確認しなければなりません。 
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(5) バージ 

 

貨物を本船に輸送するためにバージを使用する場合、船長／本船／任命されたサーベイヤーがバージを

個々に識別できるようにしなければなりません。 

 

推奨される予防策 

 

1. 船長がIMSBCコードもしくは現地の規制（IMSBCコードに反しない場合）により荷送人が提出

を義務付けられている貨物情報と証拠書類、証明書のすべてを入手し、貨物は積載・輸送しても

安全であることを納得できるまで、積荷役を開始するべきではありません。 

 

2. 冒頭で述べたような近年の事故を鑑み、積載前に、ニッケル鉱貨物のもたらすリスクを低減する

ための措置を船舶管理者と共に見直すようにしてください。また、積載する貨物の適切性につい

て船長が疑念を抱いている場合には、積荷役を開始する前に船長を補佐する本船側のサーベイ

ヤーを任命することを慎重に検討するようにしてください。ただし、本船によるサーベイヤーの

任命は、IMSBCコードもしくは現地の規制（IMSBCコードに反しない場合）に基づく荷送人の

義務を免除することを意図したものではなく、免除しないことを、所轄官庁（フィリピンでは、

鉱山局であると思われます）、荷送人、用船者に対して明確にすべきです。 

 

サーベイヤーの任命条件として、以下を含めるべきです。 

 

(a) IMSBCコードと現地の規制（IMSBCコードに反しない場合）に従って船長を補佐すること。 

 

(b) 本船に積載予定の貨物が出荷された貯鉱場所を特定するため、また、代表サンプルがIMSBCコ

ードの4.4および4.6に従って正しく採取されるようにするため、荷送人に接触し、連絡を取り合

うこと。 

 

(c) 適格な独立検査機関（通常は国外の検査機関）での検査のために船主自身の代表サンプルを採取

すること。 

 

(d) 検査機関がIMSBCコードの付属書2に従って検査を実施することを確認するため、専門家と連絡

を取り合うこと。 

 

(e) TMLと含水量に関する船主自身の検査結果と荷送人の証明書を比較すること。船長は、鉱山の

検査施設から提出された含水量証明書と含水率がTMLに近い場合、十分な注意を払うべきです。

検査実施時点から積載時点までに相当な降雨があった場合、荷送人は照合試験を実施しなけれ

ばなりません。 
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(f) 積荷役作業を最初から最後まで監視し、天候状態はもちろん、バージや輸送艇に積載された貨物

に含水量の高い貨物がないか特に注意を払うこと。 

 

(g) 船積みされる貨物の一部に対して追加の含水量試験もしくは缶テスト、またはその両方が行わ

れる場合、積荷役を中断すること（IMSBCコードの4.5.2と8.4）。 

 

(h) 貯蔵貨物とバージを監視し、積載予定の貨物が、指定した検査済みの貯蔵貨物あるいはバージの

ものであることを確認すること。これには、積載用として提供されたバージや輸送艇の数を慎重

に記録し特定することが含まれます。 

 

(i) 雨天時に、積荷役を中断させること。 

 

(j) バージや輸送艇から積載用として提供された貨物を慎重に調べ、含水量に疑わしい点がある場

合には、（雨が降った後にはなおさら）「缶テスト」を実施すること。缶テストは、船長が貨物の

状態に疑念を抱いた場合に実施できる抜き取り検査としてIMSBCコード第8節に記載されてお

り、荷送人の責任である検査機関での検査に取って代わるものではありません。IMSBCコード

の第8節には、サンプルに液状化の兆候、つまり、遊離水の存在を示す平らな表面が認められる

ときは、積載を容認する前に検査機関で追加検査を実施してもらうよう手配すべきであると記

載されています。缶の中に入ったサンプルの挙動を正確に解釈することは難しいため（したがっ

て、その含水量もしかり）、決して缶テストの結果のみに基づいて貨物を受け入れるべきではあ

りません。このテストは、貨物が積載に不適であることを示すことはできますが、積載に適して

いることを判断することはできません。それを判断できるのは検査機関の検査だけです。 

 

3. 船長またはその任命したサーベイヤーが、貨物が輸送しても安全であることの確認を求める文

書を提示された場合、それに署名することを拒否すべきです。貨物が輸送しても安全であること

を宣言するIMSBCコードに基づく義務は荷送人側にあり、このような文書に署名すれば、万が

一事故が起こった場合に、荷送人に対するメンバーの求償権を毀損するおそれがあります。 

 

4. 船長、サーベイヤーまたは専門家への商業的な圧力や脅しがあった場合には、国際P&Iクラブが

インドネシア、フィリピン当局と共にその事例を取り上げることができるよう、当クラブに報告

してください。 

 

5. ニッケル鉱貨物の輸送契約を締結する前に、例えば、用船契約書に適切な条項を盛り込むなど、

契約上においてどのように自らを守ればよいかを検討すべきです。同様に、IMSBCコードの規

定の完全な適用や、独立したサーベイヤーの選択・任命、貨物サンプルの採取・検査を行う自ら

の権利を制約するような用船契約書を締結するべきではありません。 
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6. インドネシアまたはフィリピンで積載されるニッケル鉱貨物に関して、契約上または安全輸送

上の懸念が生じた場合には、クラブまでご相談ください。 

 

IMSBCコードへの不順守がもたらす結果 

 

IMSBCコードや現地の規制（ただし、IMSBCコードに反しないもの）を順守しなかった場合、人命損失、

環境損害、財産喪失のリスクは言うに及ばず、クラブの保険カバーを損なう可能性があることにも注意す

べきです。国際P&Iグループに加盟するすべてのクラブは、安全でないあるいは著しく危険なトレードや

航海から生じる賠償責任や費用の補償を基本的に適用外とする同様のルールを定めています。 

 

国際P&Iグループに加入するすべてのクラブが同様のサーキュラーを発行しています。 

 

上記に関するご質問は、Nick Platt、Mark Russell (Gard (UK) Limited、Tel:+44 (0) 20 7444 7200)、

Geir Kjebekk (Gard AS, Arendal、Tel:+47 37 01 91 00)あるいはガードジャパン（gardjapan@gard.

no、Tel: 03 5537 7266）までお問い合わせください。 

 

敬具 

GARD AS 

 
 

Claes Isacson 

CEO（最高経営責任者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによ

って生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確

性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。した

がって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡く

ださい。 
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