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ある老タンカーの物語 
The story of an old tanker 

 
これは HERBORG 号という一隻の老タンカーの物語です。数年前にこの船の模型を骨董商から譲り

受け、アーレンダールの Gardビルに展示していなかったら、この物語は忘れ去られていたことで

しょう。 
 

 
 
過去との絆 
Gardが 1907 年の創立以来本拠地としているア

ーレンダールという小さな町は、古くから海運

と深く結び付いた町です。今日でも、Gardの社

員の中には過去と深いつながりを持つ者がいま

す。その一人が勤続 32 年のPål Berglundです1。

Pålは海上勤務の経験はないものの、船に興味を

持っています。ある日、Gardに展示されている

美しく、人目を引く船の模型が父親からもらっ

た写真に似ていることに気付き、「これは、父

が船長として乗船していたHERBORG号に似て

いる」と、驚きの声を上げたのでした。 
 
Gard 社員の Alf Martin Sandberg がその船の歴史

を調べたところ、同船は Sigurd Herlofson & Co.
が所有していたタンカーで、第二次世界大戦中

にその船歴を閉じたことが判明しました。その

歴史は Pål の父親 Odd Berglund 氏の歴史そのも

のでした。同氏の HERBORG 号への乗船勤務は、

1937 年 10 月 12 日から、オーストラリアでの乗

船に始まり 1941 年 1 月 10 日まで続きました。

最初は一等航海士としてスタートし、1940 年に、

                                                
1 Pål は、現在、人的クレーム担当のクレームエグゼクティブを

務めています。 

前任の Westad 船長に代わって船長昇進を果た

したとのことです（なお、Westad 氏は Berglund
氏の後任として再び乗船勤務に戻っています）。 
 
Berglund 氏は、その後ノルウェー船

SKAGERAKの船長になりました。同船の航行

中、スエズに航行中にエジプトのイスマイリア

でドイツ軍の空襲を受け、機雷に触れたことも

あったようです。1942 年 9 月から 1944 年 11 月

までは、Nortraship（ノルウェー海運・貿易代表

団）のシドニー事務所副所長を務めました。一

時期、一等航海士として米国船 POINT SAN 
PEDRO号に乗船勤務した後、1946 年 11 月まで

米国のコンクリート船 C.W. PASLEYの船長を

務めました。Berglund 氏は、家族と離れた生活

を開始して 10年後の 1947年に、漸くノルウェ

ーに戻ったのです。そして 1948 年に息子の Pål
が生まれました。 
 
船主 
Herlofson という名前は、Gard のことを以前か

ら知っている読者の皆様には心当たりがあるか

もしれません。1970 年から 1995 年まで Gard の

マネージング・ディレクターを務めた Lai 
Herlofson はこの家系です。彼の大叔父である

Sigurd Herlofson Sr 氏は 1879 年にアーレンダー

ルで生まれ、1926 年に Sigurd Herlofson & Co.と
いう会社を設立しました。Sigurd 氏の息子が

Peter D. Herlofson（1909～1982）、孫が Sigurd 
Herlofson Jr（1937～2007）です。Sigurd 
Herlofson Jr 氏は、Gard に来社される方がよく

利用される Tyholmen ホテルの建設で中心的な

役割を果たしました。 
 
Sigurd Herlofson Sr氏は、最初、Grefstad & 
Herlofson（1907～1916）という会社で大型帆船

と蒸気船を所有し、海運業に従事していました。
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1917 年にはモスに移って農業に挑戦した後、

Sigurd Herlofson & Co. ASを設立し、JØLUNDと

いう船で新たなスタートを切りました。Sigurd 
Herlofson & Co. ASは、第二次世界大戦前には、

石油タンカーと冷蔵船を運航していました。所

有していた 8 隻のうち、4 隻を戦争で失いまし

た。戦後は、定期船、タンカー、ばら積み船、

石油・ばら積み・鉱石船を運航し、石油採掘に

も乗りだした後、1991 年にその歴史に幕を閉じ

ました。同社についてまず最初の思い出される

のは、ノルウェーにおける石油輸送の歴史の中

で果たした特別な役割です。1927 年当時、ノル

ウェーには数隻の石油タンカーしかありません

でした。そのとき、British Anglo-Saxon 
Petroleum Co.から 28隻もの古い蒸気タンカーが、

魅力的な条件の 10 年間のチャーター契約で売

りに出されました。船主やブローカーの多くが、

売り出されたタンカーに懐疑的な態度を示す中、

Sigurd Herlofson氏がノルウェーで最初の購入者

となったのです（1927 年 4 月にCHITO号、その

後続けてCONUS号を購入）。その後、ノルウ

ェー南岸の船主たちが追随し、結局 24 隻の

Anglo-Saxonタンカーがノルウェーに売却され

ることになります（うち、17 隻は南岸の船主が

購入）。石油需要の高まりに伴い、その後 5~6
年で、ノルウェーのタンカー船隊は 150隻
（100 万総トン）を超えるまでに大きくなりま

した。このように、Anglo-Saxonのタンカー

（うち、23 隻がGardのP&I保険を付保）が、タ

ンカー市場においてGardが重要な地位を確立す

る契機となったのです2。 

                                                
2 Gard News 152 号の記事「Gard and the ‘Anglo-Saxon’ 
tankers（Gard と Anglo-Saxon タンカー）」を参照。 

 
Burmeister & Wain造船所と船主である Sigurd 
Herlofson & Co.の代表者たち（1931 年の進水式

にて）。外板がすべてボルト留めされている。 
 
HERBORG 号の諸元 
ディーゼルタンカーHERBORG号は、1931 年に

コペンハーゲンのBurmeister & Wain Maskin & 
Skibsbyggeriで建造されたものです。ちなみに、

Sigurd Herlofson & Co.で、この船名が使用され

たのはこれで 2 隻目でした（1隻目は、蒸気タ

ンカーCONUS号を改名したときです）。

HERBORG号の造船所での建造番号は 587 で、

全長、型幅、型深はそれぞれ 455フィート、59
フィート 6 インチ、35 フィートでした。載貨重

量は 11,525 トンであり現在の基準ではそれほど

大きくないものの、1931 年当時にあっては大型

タンカーの部類に入っていたでしょう。B&W
社の 6200-M型 6 気筒単動ディーゼルエンジン 2
基を搭載し、4,000 制動馬力の出力を持ち、航

海速力は 11.5 ノットでした3。Gardに展示され

ている模型から見て、流線形の船尾水中船体、

2 スクリューと船尾のエンジンルームなど、

                                                
3 HERBORG 号の正式な船主は Skibsaktieselskabet Jølund
であり、モスで登録されています。後に、この船を管理していた

Sigurd Herlofson & Co AS はオスロに移転しました。 
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1931 年当時としては最新式であったことは間違

いありません。 

 
HERBORG の模型。船尾楼甲板、船尾の機関

室ケーシング、甲板下の船員居住区。船尾につ

ながる貨物用のパイプライン。 
 

 
HERBORG の模型。船橋、船体中央部の船楼

（右側からの写真） 
 
建造者 
Burmeister & Wain Maskin & Skibsbyggeri（B&W
社）は、コペンハーゲンに所在する造船とディ

ーゼルエンジン製造のトップ企業でした。同社

は 1846 年、2 名のデンマーク人と 1名の英国人

に手によって創設されました。1890 年にパラフ

ィンエンジンの製造を始め、1898 には Rudolf 
Diesel が発明したディーゼルエンジンのデンマ

ークにおける独占製造権を取得し、1904 年に第

1 号機を出荷しています。 
 
デンマークがドイツに侵攻された 1943 年、

B&W社のエンジン工場に対して、8 機を超える

英国王室空軍の爆撃機がそれぞれ 4 発の爆弾を

投下したのです。その狙いは、ドイツの潜水艦

に使用するディーゼルエンジンの製造を停止に

追い込むことであったようです。 

1971 年には、造船所とエンジニアリング工場が

2 つの会社に分割されました。その後、B&W 
Diesel ASは 1981 年にドイツの MANに売却さ

れ、MAN B&W Diesel AGという社名で事業を

継続しました。 
 
1854 年から 1996年に閉鎖されるまでに、B&W
社の造船所で建造された船舶の数は 1,002 隻に

も上ります。 
 
Nortraship 
1939 年初頭時点におけるノルウェーの商船隊の

規模は、英国、米国、日本に次ぐ世界第 4 位で

した。トン数では世界の 7 パーセントを占める

までに拡大し、その大半は新建造船が中心であ

ったことから、装備も最新で、そのほとんどが

ディーゼルエンジンを搭載していました。ノル

ウェー船隊の 42 パーセントはタンカーが占め、

世界のタンカー総トン数の 18 パーセントを占

めるに至っていました。 
 
大きな戦争では石油が戦略的に重要であること

から、ノルウェーの大規模な最新式タンカー船

隊は、第二次世界大戦の両陣営の関心の的とな

っていました。ノルウェーは中立国でしたが、

1940 年 4 月 9 日にドイツがノルウェーに侵攻す

るまでに既に 58 隻を失い、船員の犠牲者は 400
人に達していました。ドイツ軍の侵攻時に、ノ

ルウェー船を中立港かドイツ支配下の港に移そ

うとする動きがあったものの、不首尾に終わっ

ています。ノルウェー当局はロンドンに避難し、

ノルウェー海運・貿易代表団（電報の宛先を示

す「Nortraship」で有名）を設立して、ドイツ支

配地域外のほぼすべてのノルウェー船隊を統括

するようになりました。つまり、「Nortraship」
は、1,000 隻以上を運航する世界最大の船舶管

理会社となったのです。 
 
終戦までに、ノルウェー人船員 35,000 名のうち、

4,375 名が犠牲となり、849 隻の船舶を喪失しま

した。その中の 1 隻が HERBORG号なのです。 
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戦争のドラマ 
HERBORG号が初めて本格的な戦争に巻き込ま

れたのは 1942 年 2 月のことです。日本軍が到

着する前にスマトラ島のパレンバンからできる

だけ多くの石油を回収することを目指し、船団

を組んで 1 月 30 日にメルボルンを出港しまし

た。2 月 13 日、船団は英国の駆逐艦 2 隻に護衛

されながら、バンカ海峡を出てバタヴィア（現

在のジャカルタ）に航行中に日本軍機の爆撃を

受けたのです。オランダ籍のタンカー1 隻が沈

没し、別の 1 隻も火災による損傷を受けました。

HERBORG号は損傷した船を曳航しようと試み

たものの、火災が再発したことから、放棄せざ

るを得ない状況となり、生存者は護衛艦に救助

されるに至ったのです。船団は翌日バタヴィア

に到着し、HERBORG号は、爆撃により炎上し

たノルウェー籍のタンカーERLING BRØVIG号

に積載されていた積荷を引き継ぐこととなりま

した。 
 
HERBORG号が次に戦争の影響を受けたのはそ

の半年後です。HERBORG号は、11,000 トンの

原油を積載してイランのアバダンからオースト

ラリアのフリーマントルに向けて航海中に、識

別番号 HSK IV SCHIFF 10 のドイツ仮装巡洋艦

THOR号に拿捕されてしまったのです。THOR
号は比較的新しい船で、1938 年にハンブルクの

Deutsche Werft で建造されたもので、SANTA 
CRUZ号という船名でバナナの輸送に使用され

ていたものです。同船は、石油燃料の蒸気ター

ビン駆動で、設計速度は 17ノットです。ドイ

ツ海軍は商船を襲撃艦として活用していました

が、中でも冷蔵船は航行速度が速いことからそ

の任務に適していたようです。同船は小型で、

THOR号の貨物船然とした船影は人に威圧感を

与えられるものではなかったもの、乗組員数

350 名で、15センチ砲 6 門と魚雷発射管 4 本、

アラド航空機を搭載した姿はまさに偽装軍艦そ

のものでした。このアラド航空機は偵察機で、

同機には貨物船のマスト間に張った無線アンテ

ナを切断するためのフックが搭載されていたよ

うです。また、機関銃で船を掃射し、乗組員を

威嚇して降伏に追い込む任務も担っていたよう

です。THOR号は、1940 年 6 月～1941 年 4 月の

最初の出撃で 11 隻を沈め、1 隻を拿捕するとい

う戦績を挙げました。続く 1941 年 11 月からの

2 度目の航海でも、7 隻を沈め、3 隻を拿捕しま

した。その中に、HERTBORG号が含まれてい

たのです。 
 
HERBORG 号が襲撃艦 THOR 号に遭遇したのは、

1942 年 6 月 19 日の午後のことです。このとき、

航空機と襲撃艦の双手から攻撃を受けたのです。

負傷者は出なかったものの、38 名の乗組員全員

が救命ボートに乗って船から離れ、THOR号に

収容される事態となりました。機関長と機関士

7 名は HERBORG号に戻され、ドイツの拿捕艦

船回航員とともにバタヴィアを経由して、10 月

9 日に横浜に到着したということです。 

 
一等航海士の Odd Berglund 氏（右端、1939 年

撮影） 
 
故国への道 
HERBORG 号の乗組員 38 名の消息については、

各種情報から以下のことが判明しています。 
 
HERBORG号は横浜で HOHENFRIEDBERG号

と船名を変更し、Tankdampfer gesellschaft Ossag
に所有権が移されました。ノルウェー人乗組員

のうち数名は乗船を続け、1942 年 11 月 11 日に

フランスに向けて日本を出航しました。1943 年

2 月 20 日、護衛のドイツ軍潜水艦 3隻と合流し

た後、スペインのフィニステール岬沖 500 カイ

リを航行中に米軍機 Liberator に発見され、英軍

の巡洋艦 HMS SUSSEX号の攻撃を受けて沈没

しました。同船の乗組員と捕虜はドイツ軍の潜

水艦 U-264 に収容され、ドイツ軍の大規模潜水

艦基地のあったフランスのサン・ナザールに移

送されました。ノルウェー人船員たちは、ドイ

ツのヴィルヘルムスハーフェンにある収容所に
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入ってから 2 週間後に連合国軍機の爆撃を受け、

ブレーメン近くの Marlag und MilagNord収容所

に移送され、その年の 11 月末に、漸くノルウ

ェーに帰国することができたということです。 
 
1942 年 7 月 4 日、THOR号はノルウェー籍の蒸

気タンカーMADRONO号も拿捕し、HERBORG
号の乗組員の何人かが同船に乗船することとな

りました。その後、HERBORG号の乗組員 9 名

と MADRONO号の乗組員 1 名が、ドイツ船

RHAKOTIS号に移されました。同船は、元々

Hamburg-America Line所有の貨客船であったも

のを封鎖潜入船として使用されていたものです。

RHAKOTIS号は、襲撃艦 THOR号が拿捕した

HERBORG号、MADRONO号、蒸気船 AUST
号の 3 隻に乗船していたノルウェー人 23 名を

乗せ、9 月 27 日に横浜を出港したということで

す。 
 
RHAKOTIS号は、バンコク、シンガポール、バ

リクパパン（カリマンタン島）、バタヴィアに

寄港し貨物を積んだ後、ヨーロッパに向けて航

行中の 1942 年 12 月 12 日、セントヘレナ島の

北西 500 マイルで、英国船 CITY OF CAIRO号

（同船は、11 月 6 日にドイツ軍潜水艦 U-68 に

よって撃沈された）の生存者 3 名を収容しまし

た。当初救命ボートには 54名が乗っていたも

のの、撃沈から 36 日後に発見されたときには、

生存者はわずか 3 名になっていたようです。21
才の唯一の女性生存者も、1 週間後に

RHAKOTIS号の船内で亡くなりました。 
 
拿捕された船員たちの試練はここで終わったわ

けではありません。RHAKOTIS号はフランスの

ボルドーに向けて航行中に英軍機に発見され、

1943 年 1 月 1 日、フィニステール沖で英軍巡洋

艦 HMA SCYLLA号によって撃沈されてしまっ

たのです。周辺には護衛のため、ドイツ軍潜水

艦が集まってきていたものの、英国海軍も封鎖

侵入船の停止に関心を向けていました。HMA 
SCYLLA号は、ドイツ軍潜水艦を恐れて、4 隻

の救命ボートで脱出した生存者を収容せずにそ

のまま航行を続け、2 隻の救命ボートに乗り込

んでいた 80 名は、ドイツ軍潜水艦に収容され、

途中、英軍の攻撃を受けながらも、フランスの

サン・ナザールに到着したとのことです。収容

されたノルウェー人船員らは、ドイツの収容所

に移送された後に母国への帰国を果たしたとい

うことです。RHAKOTIS号のほかの 2 隻の救命

ボートは（うち、1 隻はスペインのトロール漁

船に曳航されて）、1 月 4 日～5 日にスペイン

のラ・コルーニャに辿り付き、乗船していたノ

ルウェー船員らはジブラルタルに送られ後、連

合国側の別の船に乗船することができたとのこ

とです。 
 
HERBORG号の残りのノルウェー人乗組員は、

ドイツの捕虜収容船として使用されていた

DRESDEN号で、日本から欧州に移送されまし

た。8 月 16 日に日本を出発し、11 月 2 日にボル

ドーに到着しました。この欧州までの航行は他

のノルウェー人船員が経験したものよりも穏や

かなもでした。欧州に到着後、ヴェルヘルムス

ハーフェン、ベルリン、ハンブルクを経由し、

コペンハーゲンに移送された後、フェリーでス

ウェーデンのマルメを経由して、故国のオスロ

まで移送されたということです。 
 
HERBORG号に乗船していた別の 2 名のノルウ

ェー船員は、東京で捕虜として拘束された後、

1945 年 9 月 15 日に米軍によって解放されこと

が記録されています。THOR号に拿捕された際

に HERBORG号に乗船していた 7 名の中国人の

消息は不明なままです。 
 

 
歴史とつながる 2 人の Gard社員。HERBORG
号の船長の息子である Pål Berglund（左）と同

船の歴史を調べた Alf Martin Sandberg。 
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最後は、HERBORG号の三等航海士であった

Haagen Poppe氏の印象的な物語です4。 
 
Poppe 氏と戦争 
Haagen Severin Nilson Poppe 氏（1916-1987）は、

アーレンデールで船長免許を目指して勉強しよ

うとしていた矢先の 1939 年の秋、ノルウェー

海軍に徴兵されることになり、1940 年の冬は、

HEIMDAL号の乗組員として過ごすことになり

ました。HEIMDAL号は 1892 年に建造されたも

ので、2 本の高いマストを持った姿の美しい蒸

気船でした。ノルウェーとスウェーデンが連盟

を解消した後の 1905年には、新国王ホーコン 7
世がオスロに出向く際に利用されるという栄誉

に浴しました。その後、王室用ヨットや沿岸警

備艇として活用された後、1939 年からはノルウ

ェーの中立監視船として活躍しました。ドイツ

軍が鉄鉱石の重要な港であるナルヴィックに侵

攻したときには、ノルウェー軍兵士の輸送も担

いました。Poppe氏が最初に戦闘に巻き込まれ

たのは、ドイツ軍機が HEIMDAL号を爆撃しよ

うとしたときです。ノルウェーの国王、皇太子、

政府関係者はドイツ軍から逃れるため、英国軍

巡洋艦 HMS GLASGOW号から HEIMDAL号に

乗り換えてモルセルに向かいました。その後、

1949 年 6 月 7 日、モルセルから英国に向けて出

航したとのことです。その日、ノルウェー王国

海軍の運航可能な全船舶と航空機に対して、英

国に避難せよとの命令が下されました。その避

難した 13 隻の中には、かなり老齢化した

HEIMDAL 号も含まれていました。Poppe 氏は、

その HEIMDAL号に乗船し、スコットランド東

岸のロサイスで下船しました。 
 
Poppe氏は、砲手の訓練を受けた後、Wilhelm 
Wilhelmsen社の貨物船THERMOPYLÆ号に乗船

することになりました。同船は、ドイツ軍のギ

リシャ侵攻やマルタ包囲攻撃の際に連合国兵や、

軍用資材、石油、砲弾などの輸送を担い、その

際に地中海で幾度も戦闘に巻き込まれたのです。

そして 1941 年、マルタを出航後にドイツ軍の

                                                
4
 今日の Gard スタッフの中に、過去と別のつながりを持つ者が

います。Poppe 氏は、現在 Gard 本部の IT 運用シニアマネー

ジャーである Carl August Poppe の叔父にあたります。 

JU 88 に爆撃されて沈没しました。乗組員 3 名

が死亡したものの、Poppe氏を含むほかの生存

者は英国の護衛艦に救助され、エジプトのアレ

キサンドリアに向かいました。沈没から 3 週間

後、Poppe氏は砲手兼四等航海士としてTARIFA
号に乗船することになりました5。TARIFA号は

シンガポールに向かて航行中に、シンガポール

が日本軍の手に落ちたとの報を受け、オースト

ラリアに目的地を変更しました。1942 年 4 月、

Poppe氏はオーストラリアから、三等航海士兼

砲手としてHERBORG号に乗船することになり

ました。6 月 19 日にHERBORG号がTHOR号に

拿捕された際、Poppe氏を含む乗組員はTHOR号
に移され、8 月 15 日まで拘束されたということ

です。この間、THOR号によって、英国船

INDUS号とノルウェー船MADRONO号の 2 隻も

拿捕されています。 
 
Poppe氏らは、襲撃艦THOR号からドイツの封鎖

侵入船TANNENFELS号に移され、ヨーロッパ

に向かいました。この航海中、TANNENFELS
号は大西洋で合流した襲撃艦STIER号の補給船

の役割を担っていたということです。航行中、

深い霧の中から突然、米国のリバティ船

STEPHEN HOPKING号が現れ、STIER号との間

で砲撃戦が始まり、その結果、STEPHEN 
HOPKING号は沈没し、襲撃艦STIER号も炎上し、

沈没前に放棄されることになったということで

す6。 
 
この間、TANNENFELS号も戦闘に加わり、米

国船に対して機銃掃射を行いました。船底に捕

虜として閉じ込められていたノルウェー人船員

らは、ただ生き延びられることを祈るほかなか

ったということです。TANNENFELS号はSTIER
号の生存者全員を救助し、この 15 名を乗せて

                                                
5 2011 年にノルウェーの船会社 Wilhelm Wilhelmsen が創立

150 周年を迎えました。同社は 1940 年の戦争勃発時に 51 隻

を保有していました。1945 年の終戦時点では、この記事にも登

場する THERMOPYLÆ 号と TARIFA 号を含む 29 隻を失って

いました。 
6 STEPHEN HOPKINS 号と STIER 号の戦闘は現代の海戦

から見ると珍しいものでした。米国の貨物船には 4 インチ砲 1
門しか搭載されていなかったものの、STIER 号には 6 インチ砲

6 門とベテランの戦闘員が乗船していました。STEPHEN 
HOPKINS 号はこの大戦においてドイツの水上戦闘艦を沈没さ

せた最初の米国船となりました。 
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11 月 2 日にフランスのジロンド河口に到着しま

した7。15 名はボルドーで下船し、捕虜収容所

で数週間過ごした後に、ブレーメンのMarlag 
und Milag Nord収容所に移送されました。そし

て、1943 年 4 月末、HERBORG号の船員たちは

ドイツの兵員輸送艦LAPPLAND号でノルウェー

に移送され、解放されたということです。 
 
1943 年春にアーレンダールに戻ったとき、

Haggen Poppe氏はOdd Berglund夫人を訪ねまし

た。夫人は、その土地の靴屋Garanti Skomagasin
の店主をしていました。Poppe氏はHERBORG号

の運命を話し、彼女の夫は 1941 年 1 月 10 日に

オーストラリアでHERBORG号から下船したの

で無事であるはずであることを知らせたという

ことです8。 

 
満載で航行する HERBORG 号（船橋からの写

真）。波が後甲板を覆っている。 
 
エンジン出力の雑学 
– 世界初の外洋航行ディーゼル駆動船である

SELANDIA号（B&W社の 4 ストローク主機 2
基を搭載）は、1912 年にコペンハーゲンからバ

ンコクに向けて処女航海に出発しました。ロン

ドンに寄港したときのビジターには、ウインス

トン・チャーチルもいました。SELANDIA号の

                                                
7 1942 年 12 月 12 日の朝、ボルドーの港で爆発が 6 時間続き

ました。「フランクトン作戦」と名付けられた英国特殊部隊の攻撃

によるものでした。英国軍潜水艦 TUNA 号から降ろされた 5 隻

のカヤックには、封鎖侵入船を破壊するという任務を担った海兵

隊員 2 名ずつが乗り込んでいました。DRESDEN 号と

TANNENFELS 号だけでなく、PORTLAND 号と ALABAMA 号

の 2 隻も吸着爆薬で航行不能に追い込むという戦果を挙げたも

のの、英国海兵隊員側も 2 名しか帰還できなかったということで

す。 
8 ノルウェーに戻った Poppe 氏は軍のレジスタンス運動である

MILORG に参加しました。スウェーデンに逃避した後、英国に

向かい海軍に再入隊し、1946 年の春までノルウェーの掃海艇

に乗船し、英国沿岸の掃海に従事したということです。 

功績を称え、デンマーク国立銀行は 20 クロー

ネ硬貨にその船の絵を使用しています。 
– 1930 年に、B&W社の 2 ストローク・ディー

ゼルエンジンが初めて船に搭載され、1933 年に

は世界最大のディーゼルエンジンがデンマーク

の H.C. Ørsted 発電所（名前の元になったデンマ

ークの科学者 H.C. Ørsted は 1820 年に電磁気を

発見したことで有名）に納入されました。この

複動式 8 気筒 2 ストロークエンジンは、B&W
社が 1964 年にこれを上回るエンジンを製作す

るまで、「世界最大」の地位を保持していまし

た。この巨大エンジンは、高さ 12.5 メートルで

1,400 トンもあり、今も同じ場所にあるコペン

ハーゲンの博物館 DieselHouseに展示されてい

ます。このエンジンは毎月第 2 日曜日に始動さ

れることをご参考までにお伝えしておきます。 
－MAN B&W社からライセンスを受けた韓国の

現代重工業は、100,000 制動馬力の限界を超え

る 12K98MC エンジンを世界で初めて製造し、

そのエンジンはギリシャの船会社 Costamare所
有のコンテナ船に搭載されました。現在の世界

最大ディーゼルエンジンは、Wartsila-Sulzer の
108,920制動馬力の 14 気筒 RTA96-C エンジン

で、巨大コンテナ船 EMMA MAERSK号に搭載

されています。 
 
襲撃艦の末路 
襲撃艦 THOR号は特異な運命を背負っていまし

た。1942 年 11 月 30 日、THOR号は横浜でドイ

ツの補給船 UCKERMARK号の隣に停泊してい

ました。その停泊中、UCKERMARK号が燃料

タンクの清掃中に、拿捕されていたオーストラ

リア船 NANKIN号、LEUTHEN号、日本の貨物

船第 3 雲海丸のほか、港に停泊中の船数隻をも

巻き込んだ大爆発を起こしたのです。

UCKERMARK号の末期はノルウェーの歴史か

ら見て非常に興味深いものがあります。この船

はドイツ船 ALTMARK号を改名したものであ

り、1940 年 2 月に戦争捕虜の英国人をノルウェ

ーに移送中に、英国海兵隊が乗り込んで捕虜を

解放するという出来事がありました。その結果、

ノルウェーの中立性について両国から非難を受

けるようになり、ドイツ軍に対して、ノルウェ
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ー侵攻の口実を与えることになったと見られて

います。 
 

年表 
1931 年 

– ディーゼルタンカーHERBORG号がコペンハ

ーゲンの Burmeister & Wain Maskin & 
Skibsbygger で建造される。 

1937 年 
 – Odd Berglund が一等航海士として HERBORG
号に乗船する。 

1938 年 
 – SANTA CRUZ 号（後の THOR 号）がハンブ

ルクの Deutsche Werft で建造される。 
– Haagen Poppe 氏がノルウェー海軍に徴兵され

る。 
1940 年 

 – Berglund氏が HERBORG号の船長に昇進する。  
– Poppe 氏が冬季の間 1892 年建造の HEIMDAL
号に乗船する。 
– ドイツ軍がノルウェーとデンマークに侵攻す

る。   
– ノルウェー当局が、ノルウェー海運・貿易代

表団 Nortraship をロンドンに設立する。 
– ノルウェーの国王、皇太子、政府関係者が英

国に出発する。  
– ノルウェー王国海軍の運用可能な全船舶と航

空機に対して英国への避難命令が下される。  
– Poppe氏が THERMOPYLÆ 号に乗船する。 

1941 年 
 – Berglund 氏がオーストラリアで HERBORG号

勤務を終了する。   
– THERMOPYLÆ 号が沈没する。Poppe 氏を含

む生存者が英国の護衛艦に収容され、アレキサ

ンドリアに移送される。 
1942 年 

 – HERBORG号を含むタンカー船団がバンカ海

峡で航空機の攻撃を受ける。  
– Poppe氏が三等航海士兼砲手として

HERBORG号に乗船する。 
– HERBORG号が THOR号に拿捕される。

Poppe氏を含む乗組員が THOR号に乗せられ、

8 月 15 日まで拘束される。  
– THOR号が MADRONO号も拿捕する。  

– RHAKOTIS号が、襲撃艦 THOR号により拿捕

された HERBORG号、MADRONO号、AUST
号の 3 隻に乗船していた 23 名のノルウェー人

とともに横浜を出航する。  
– 米国のリバティ船 STEPHEN HOPKINS号が沈

没。襲撃艦 STIER号も航行不能となり、沈没前

に放棄される。 
– TANNENFELS号が、STIER号から救助した

150 名を乗せてジロンド河口に到着する。  
– HERBORG号が HOHENFRIEDBERG号と改名

し日本を出航し、フランスに向かう。 
1943 年 

 – RHAKOTIS号がフィニステール沖で英国巡洋

艦 HMS SCYLLA号によって沈没させられる。 
– HERBORG号から改名した

HOHENFRIEDBERG号が英国巡洋艦 HMS 
SUSSEX号によって沈没させられる。  
– Poppe氏がアーレンダールに戻る。 
– DRESDEN号が日本を出航しボルドーに到着

する。 
1945 年 

– ドイツが降伏する。 
– 日本が降伏する。  
– HERBORG号の最後のノルウェー人乗組員 2
名が東京で米軍により解放される。 

1947 年 
– Berglundが漸く故国ノルウェーに戻る。  
 


