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トリコロール号 - 衝突、沈没、船骸撤去 

文：ウィルヘルムセン・インシュランス・サーヴィス クレームマネージャー イヴァー・ブリニルセン 
TRICOLOR – The collision, sinking and wreck removal 

By Ivar Brynildsen, Claims Manager, Wilhelmsen Insurance Services 
 
 
2004 年 10 月、ダンケルク沖 20 海里ばかりの海底からトリコロール号の最後の断片が引き上げられま

した。トリコロール号の喪失に続く物語は、全編中でも感慨深いこの一章をもって完結したのです。

この記事は、その艱難辛苦の顛末を船主の立場から語ります。 

 
12 月の暗い夜 
物語は、2002 年 12 月 14 日未明、カリバ号とト

リコロール号の衝突に始まります。1987 年建造、

49,792 総トンの車両運搬船トリコロール号はそ

の前夜 2,871 台の高級車を積んで太平洋を渡り、

アメリカ向けの欧州最後の寄港地のサザンプト

ン港向けにゼーブリージュ港を出航しました。乗

組員は通常通り出港準備をし、当直を除いて各自

就寝のため船室に戻りました。船乗りが最も恐れ

るものは二つ、衝突と火災でしょう。しかしサザ

ンプトンへの航海に備えて、準備万端整えた確信

があり、また当直の仲間が交通量の多いイギリス

海峡も安全に導いてくれることを信じ、翌朝の到

着と続く多忙な作業に備えて睡眠と休養を取り

に引き上げたのです。乗組員が航海を前に準備を

整え、航海士達が交通の激しい海域での安全航海

に注意を払っていたにもかかわらず、この夜乗組

員の悪夢が現実となり、トリコロール号が次の港

に到達することはありませんでした。 

 
0215 時ごろ、トリコロール号上の一同は突如と

して衝撃とすさまじい大音響に見舞われました。

衝撃の直後、船内一般警報が鳴り響き、ブリッジ

の当直を除く全員がおのおのの船室から非常部

署に急ぎました。トリコロール号が急速に左舷側

に傾斜する中、機関室にいた三等機関士はエレベ

ーター・シャフトから奇跡的に脱出し、他の乗組

員と甲板で合流しました。 

 
ブリッジでは、船長、二等航海士、見張員が本船

の左舷側に並走している船舶に気づいていまし

た。この船舶を追い越すつもりだったのですが、

同船が突如面舵いっぱいに旋回し、左舷真横から

トリコロール号めがけてまっすぐ向かってくる

のを目撃しました。船長は直ちに舵を面舵いっぱ

いにしましたが相手船を避けられず、カリバ号の

船首がトリコロール号の左舷側、ブリッジの後方

に衝突しました。トリコロール号のブリッジにい

た船員たちは、直ちに船内一般警報を鳴らして就

寝中の仲間を起こし、左舷に大きく傾斜する本船

のブリッジを後に冷たい海に、そして暗い夜の中

へと逃れたのですが、その前に無線で遭難信号を

発することができました。カリバ号の乗組員がす

ばやく救命ボートを下ろしてトリコロール号の

乗組員の捜索を開始したので、トリコロール号の

乗組員たちは幸いにも、カリバ号の乗組員によっ

て救助されました。救命筏上のトリコロールの乗

組員は、たまたま近辺にいたタグボートのボクサ

ー号に救助されました。24 名のトリコロール号

乗組員は全員無傷で救助されましたが、暗い 12
月の夜、突然冷たい海に逃れなければならない災

難に見舞われた身の毛もよだつ経験は、いかばか

りだったでしょう。 

 
非常事態への対応 
船主ウィルフ・ウィルヘルムセンの非常時対応チ

ーム（emergency response team = ERT）は衝突 2
時間後にノルウェのオスロ市リーサカーにある

本部に集まりました。船主の保険者、ノルウェ船

体クラブとガード P&I は事故直後から協力し、

それぞれ現地近くから ERT を支援しました。保

険会社の献身的な協力は極めて重要な役割を果
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たしました。専属のクレーム処理員、現地駐在員、

海事専門の弁護士を直ちに動員し、活動を開始す

ることができたからです。また、このような非常

時に、加入している P&I クラブの上層部が自ら

電話で誠意ある対応と支援を全面的に約束して

くれることは、船主にとって心強いことですが、

ウィルフ・ウィルヘルムセンがガードから電話を

受けたのは事件後すぐのことでした。 

 
ERT の重要な仕事は乗組員の受け入れと救護で

した。乗組員を迎え、治療や宿舎を手配するため

に、フランスとベルギーで人員が配備されました。

乗組員は所持品のすべてを失ったので、必需品の

調達とともに、暫定的な身分証明、帰国手続きな

どが必要でした。また、乗組員を報道陣から保護

し、当局の調べに応じさせたり、船主の弁護士に

証言をさせたりもしなければなりませんでした。 

 
もうひとつ ERT にとって大切な仕事は、乗組員

の家族が災害の第一報をニュース・メディアで知

るよりも前に、できるだけ早く状況を伝えること

でした。この仕事は直ちに、フィリッピンの乗組

員配備代理店が当たりました。 

 
汚染防止と航行の安全 
ERT が直ちに取り組まなければならない重要課

題が 2 件ありました。沈没船からの油漏の報告は

ありませんでしたが、本船には 2,155 立方メート

ルの燃料油があったので、油漏の危険が迫ってい

ると思われました。本船を引き揚げて修理できる

可能性があるのか、修理の及ばない全損であるの

かにかかわらず、油漏汚染の危険を回避するため

に燃料油の回収が必要であると決定しました。 

 
更なる懸念は、沈船の位置が世界で最も交通量の

多い航路のひとつにあるため、他船の航行に深刻

な危険を及ぼすことでした。たまたま近辺に船舶

を出していたシュミット・サルヴェージと 2002
年 12 月 14 日早朝契約を結び、直ちに燃料油回収

の準備が開始されました。シュミット・サルヴェ

ージにはさらに、近辺の船舶の航行と油漏の可能

性に注意してトリコロール号を警護することが

暫定的に指示されました。ERT はまた、フランス

当局と協力して、本船の位置を示す適切な標識を

設置し、航行注意の呼びかけを行いました。それ

にもかかわらず、他船が二度本船の船骸にぶつか

りました。そこでウィルフ・ウィルヘルムセンと

ガードは 2 艘の警備の船舶を確保し、トリコロー

ル号の沈没位置の保全と周辺の警備に専門に当

たらせました。これは賢明な予防策でした。後に

あわや衝突という事態が何度かありましたが、警

備の船の介入で阻止されたからです。 

 
本船船体からの油抜き取り作業は 2002 年 12 月

23 日に開始しましたが、強い海流と冬季の気象

という非常に困難な状況の中で行われました。油

の抜き取り作業は 2003年 2月 22日に終了しまし

た。2,155 立方メートルの燃料油のうち、その時

点で 1,455 立方メートルが回収され、約 100 立方

メートルがタンク内に清浄油として残りました。

また、推測では約 50 立方メートルがポンプで吸

引するのが不可能なスロット内に閉じ込められ

ていました。60 立方メートルが到達不可能な機

関室の沈降タンク内に残りました。しかしこのタ

ンクの保全性に危険はありません。 

 
不幸にして、計算では約 490 立方メートルの重油

が追跡できず、海に流出した可能性があります。

この 490 立方メートルのうち、約 210 立方メート

ルが油回収作業中の荒天でバルブが破損した不

慮の事故の際に流出したと思われます。 

 
清掃作業 
海上及び海岸の清掃作業は、油が海上周辺や海岸

のさまざまな場所に流出し始めたと同時に開始

しました。入念なサンプル分析で、どの油がトリ

コロール号から出たのか、そうではなかったかあ

る程度判明しました。汚染の一部は未確認の汚染

源から、一部は 2003 年 1 月 1 日に本船船骸と衝

突したタンカーのヴィッキー号からであること

は明らかです。また、その海域の汚染の一部はそ

れより先スペイン沖で沈没したタンカーのプレ

ステージ号から漂流した油によるものと思われ

ます。 

 
さらに、通過船の中には、この状況に乗じて自船
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のスロップを本船船骸近辺に流出させたことも

考えられますが、事実であると証明はできていま

せん。 

 
報道機関対策 
ウィルフ・ウィルヘルムセンが取り組むべきもう

ひとつの課題は、このような大惨事に集まる報道

機関の注目です。情報部は ERT の中枢部門です

が、当初から報道機関の電話や要望に対応するの

に手一杯でした。ウィルフ・ウィルヘルムセンは

事実関係については透明性をもたせ、オープンで

あるべきだとの考えで、報道機関との良好な協力

が一般社会との意思疎通の手段として重要であ

ると認識しています。2003 年の冬・春を通じて

事態が進展するにつれ、ウィルフ・ウィルヘルム

センはガード、ロンドン海洋コンサルタント、そ

して後にはシュミット・サルヴェージと協力して

ロッテルダム、アントワープ、ロンドン、ダンケ

ルクで記者会見を開きました。フランスでの記者

会見は、フランス当局と合同で行われました。 

 
船骸撤去 
トリコロール号の衝突と沈没後まもなく船体保

険会社は、本船は修理不可能な破損状態にあり全

損と認定することに同意しました。その後まもな

くフランスの当局は大西洋海事庁（Premar）を通

じて船主宛に船骸撤去命令を出しましたので、船

主とガードは直ちに準備を進めました。入札を募

集し、応募してきた入札を入念に検討した後、

2003 年 4 月 11 日シュミット・サルヴェージ、ム

ルトラシップ、スカルディス及び URS の共同体

と船骸撤去契約が調印されました。 

 
この共同体は、船骸をいくつかの部分に切断して

引き揚げ、陸上に運搬する具体的な案を提示しま

した。この方法には実施経験があったのです。こ

の案は貨物、環境問題、報道への対応など、基本

的に重要な問題への対処法も含んでいました。作

業は全面的に地域的及び国際的な環境規則を厳

守して行わなければなりませんでした。救助者は

さらに、船骸撤去作業に対する一般人の大きな関

心に直接対応できる材料や能力も備えていまし

た。 

 
契約は固定価格で、予定作業期間も実現可能に思

えましたが、残念ながら作業期間については楽観

的過ぎたことが後でわかりました。 

 
この時点では、特に油の処理と船骸撤去作業に関

して報道機関から大きな関心が寄せられていま

した。正確な情報を迅速に提供するために、救助

者と船主は各作業段階を全面的に扱ったウェブ

サイト www.tricolorsalvage.com を開設しました。 

 
2003 年 11 月 11 日、冬季の悪天候のため船骸撤

去作業は一時中止を余儀なくされました。この時

点では船骸の必要な切断は完了しており、船骸の

約半分はゼーブリージュの引き取り・粉砕作業所

に陸揚げされていました。 

 
船骸の警備に関してはあらゆる安全策がまだ実

施されており、その時点でもなお、2 隻の警備の

船が阻止していなければ衝突にいたるようなケ

ースが二度もありました。 

 
この頃には、残留船骸の劣化が急速に進んでおり、

2004 年春に再開する船骸撤去の次の段階はグラ

ブ作業になるであろうことは明らかでした。 

 
作業は 2004 年 5 月に再開され、2004 年 10 月に

完了しましたが、その時には船骸のあった現場は

入念に調査され、船骸も残留物もないことが確認

されました。フランス当局は直ちに船骸撤去命令

が遂行されたこと、従って命令が撤廃されたこと

を宣言しました。 

 
クレーム 
船骸撤去作業の終了で関係者一同一息ついたの

は当然ですが、しかしそれはこのような大規模災 
害の余波としてひき起こるあらゆる問題が解決

に至るまでの長い道のりの中で、ひとつの一里塚 
でしかありませんでした。事故に起因する金銭的

損失や責任に関する、法的に対処しなければなら

ないさまざまな問題が山積していました。アント

ワープの商業裁判所とニューヨークで訴訟が係

争中です。フランスでも訴訟が行われていますし、
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訴状提出期限にはまだ時間がありますので、他の

司法管轄も関わってくる可能性があります。 

 
この試練の期間を通して船主は保険者のノルウ

ェ船体クラブとガード P&I、専門技術者のロンド

ン海洋コンサルタント、ITOPF、そしてアントワ

ープのスカンディナヴィアン・アンダーライター

ズ・エージェンシーに頼るところ大でした。ノル

ウェの法律事務所ウィクボルグ・レインのロンド

ン事務所が弁護団長として任命され、ベルギーの

フランセン、フランスのホルマン・フェウィク・

アンド・ウィラン、そしてニューヨークのホラン

ド・アンド・ナイトなど、現地弁護士の協力を得

ました。フランスではノーザーン・シッピング・

ロジスティクスがウィルフ・ウィルヘルムセンの

代理として汚染クレームの交渉と和解に当たり

ました。フランスの Premar、他の沿岸諸国（ベ

ルギー、オランダ、英国）の当局との協力関係も

非常に友好的で建設的でした。 

 

このような事案では、P&I クラブや船体保険者の

支援と介入が何にも増して重要です。船主だけで

は背負いきれない課題が当初から山積みされま

す。船主は自分の事業を心配しなければならず、

いま紹介しているような災害の余波として起こ

ってくる課題すべてに十分対応できるだけの人

的資源もありません。ウィルフ・ウィルヘルムセ

ンの緊急対応チームが解散すると同時に、船主と

保険者の代表からなるチームが事案を担当した

のです。 

 
結論 
今回のような災害が発生したときウィルフ・ウィ

ルヘルムセンは、常に高い水準の運営を行ってい

ること、そして信頼できる有能な仕事仲間を身近

に持っていることがいかに大切かをトリコロー

ル号事件で目の当たりにしました。その大切さは、

一般社会にも、そしてこのような不幸な事件に遭

う人たちにとっても、同様であることを忘れては

なりません。 

 
 
 

 
衝突に関する基礎事実： 
2002 年 12 月 14 日トリコロール号は、アントワープとゼーブリージュ港を出る交通分離帯の西行き航

路内で、併走するカリバ号をカリバ号の右舷側で追い越そうとしていました。カリバ号が右舷側に曲

がり、その船首がトリコロール号の左舷船側に当たってめり込みました。衝突によってトリコロール

号は、水密度の高い保全性の船体が破られて船倉が浸水する損傷を受け、横倒しになって左舷側を下

に、本船の幅とほぼ同じ水深約 34 メートルの海底に沈んでしまいました。 


