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水密戸に起因する船舶災害 
Ship disasters involving watertight doors 

 

この記事では、船舶の安全を守るための水密戸によって危険がもたらされた事例を紹介します。 

 

新規則制定の発端となった船舶事故 

1982 年、Ro-Ro 客船 EUROPEAN GATEWAY

号が、英国のハーウィッチ港への入港の際に

他の船舶と衝突し、船体に大きな損傷を受け

て、転覆・沈没するという事故が起こりまし

た。この事故では、6 名が犠牲となりました。

その後行われた調査では、衝突時に機械室に

つながる水密戸が開放されたままであったこ

とが判明しました。水密戸は、当時効力のあ

った規則には準拠していたものの、手動でし

か閉鎖することのできないタイプのものでし

た。2 か所の扉を閉めようとしたものの失敗し

た形跡が残されていました。事故発生後の公

式調査と公判において様々な勧告が打ち出さ

れました。その中に、水密戸の機械式を義務

付けることも含まれていました。これに応じ

て、英国の国家規則が改訂され、航行中に開

放されてしまう可能性のある水密すべり戸は、

遠隔操作の可能な機械式のものにすべきであ

るという規定が盛り込まれたのです。 

 

1987 年には、Ro-Ro 客船 HERALD OF FREE 

ENTERPRISE 号が、バウドアを開けたままベ

ルギーのセーブルッペ港を出港し、転覆・沈

没を引き起こして 193 人もの命が奪われると

いう事故が発生しました。英国は、これらの

事故を受けて、IMO に新規則を提示するよう

申し入れました。そして、1988 年に SOLAS

が変更され、開放されていると大規模な浸水

につながるおそれのある全ての扉について、

ブリッジに表示灯を設置することが求められ

るようになりました。1989 年には、1992 年 2

月 1 日を発効日とする追加の改訂が採択され

ました。その中の最も重要な変更点は、客船

内の水密隔壁の開閉に関する規則でした。 

 

機械式すべり戸はブリッジから閉鎖できるた

め、浸水時の船の安全性は高まりました。し

かし、その一方で、機械式すべり戸を使う船

員の危険が高まることになりました。 

 

その他の沈没事故や転覆事故 

カナダ運輸省は、1985 年に、機関室隔壁前方

の水密戸が開放されていたことに起因する大

型貨物船の沈没事故に関する公報を発行しま

した。この事故は、同船が何かの物体に衝突

した際に開いた機関室の穴から船内に浸水し、

開放された扉を通って貨物艙に水が押し寄せ

たというものです。 

 

1994 年、Ro-Ro 客船 ESTONIA 号が、バルト

海で沈没し、852 人もの命が奪われました。沈

没の原因について、公式報告書以外にも、

様々な見解が持ち上がりました。2003 年にロ

ンドンで開催されたロイズ・リスト・イベン

ト会議（Lloyd’s List Event Conference）におい

て、Heiwa Co の Anders Bjørkman 氏は、船舶

の上部構造物下の水密隔壁には 22 の扉があり、

それらの扉が開放されていたのをブリッジ側

で放置していた可能性があると述べました。

ブリッジには開閉状態を示す表示灯があった

ものの、その色の解釈に混乱が生じていた可

能性があったようです。国際慣行では、扉の

閉鎖時は緑のランプ、開放時には赤のランプ

を点灯させることになっていたものの、

ESTONIA 号ではそれが逆になっていたのでは

ないかと指摘されています。Bjørkman 氏は、

水線下の船体部分から大量に浸水し、開放さ

れた水密戸から船内の様々な区画に水が流れ

込んだのだろうと指摘しました。同船には、

タンクの上の階に 10 の水密戸が設けられてい

ました。Bjørkman 氏は、調査委員会の最終報

告書には、扉が閉鎖されていたか否かの検証

が盛り込まれていないことを批判しました。

このような沈没事故の場合には、当然検証す

べきであったでしょう。｢MV ESTONIA 号の
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沈没に関する調査研究｣（2008 年、SSPA コン

ソーシアム発行）は、水密戸が閉鎖されてい

たか否か（全ての水密戸が閉鎖されていたの

か、開放されていたものがあったのか）は不

明であるとし、扉を閉鎖できなかったことが

事故の潜在的原因であるとはみなせないと結

論付けています（同調査研究は、助成金を得

て、沈没状況の調査と、事故の根本原因の解

明に取り組んだものです）。 

 

 
COSTA CONCORDIA 号: 水面下の船体が損

傷した場合、クルーズ船がいかに脆弱である

かを示す例。原因調査が完了すれば、同船が

岩に衝突して浸水が起こったときに、区画隔

壁の水密戸が閉鎖されていたか否かが明らか

になるであろう。 

 

ESTONIA 号の事故から教訓を得た後も、扉を

開放したまま航行したり、ブリッジからの水

密戸の開放を可能にする制御卓を搭載して航

行する Ro-Ro 船が未だにあるのです。2011 年

に実施した現状調査では、Gard のサーベイヤ

ーが、機関室の水密戸を開放したままバルト

海やアイリッシュ海を航行していた Ro-Ro 船

を複数見つけています。中には、ウォーター

ホースを扉の枠に通していたケースもありま

した。ブリッジから扉を開放するためのボタ

ンが表示盤にあっても、赤と緑のランプの意

味を決めていないケースも見つかっています。 

 

2000 年には、534 人の乗客を乗せたギリシャ

の Ro-Ro 客船 EXPRESS SAMINA 号が、岩に

接触し、その後 45 分間で沈没してしまうとい

う事故が発生しました。この船齢 34 年の同船

の事故では、悪い状況が重なりました。衝突

した際に船体に 6 メートルに及ぶ亀裂が入り、

幅 1 メートルの穴が開いたものの、その位置

は水線のかなり上でした。しかし、岩との接

触で右舷側のスタビライザー・フィンが後方

に押し曲げられて、水線下の機関室と隣接す

る区画に別の穴が開いてしまったのです。そ

こから浸水し、電気系統がダウンしたため、

区画隔壁の 11 の水密戸のうち、開放されてい

た 9 つの扉が閉鎖できなかったようです。事

故当時、ある専門家は、扉が開放されていた

ことが沈没の原因であると指摘しました。こ

の 82 人の犠牲者を生んだ事故は、今でもギリ

シャ史上最悪のフェリー船事故とみなされて

います。 

 

2007 年には、1,195 人の乗客を乗せたクルーズ

船 SEA DIAMOND 号がギリシャのサントリー

ニ島付近の火山礁で座礁事故を起こしました。

水密戸を閉鎖する前に 12 度に傾き、海水が船

内に大量に流れ込んだと伝えられています。

最終的に船は沈没し、父娘 2 名が命を落とし

ました。事故後、水密戸は閉鎖されていたの

か、閉鎖されていたとしたらそれはいつ閉鎖

されたのか、という点を巡って論争が起こり

ました。 

 

2011 年、ある客船（Gard 加入船）で、2 つの

貨物艙のうちの 1 つに海水が流れ込んだ後、

火災が発生し、埠頭に衝突するという事故が

発生しました。この事故の調査の過程で、貨

物艙間の水密隔壁に設けられた水密戸（閉鎖

されていたが水漏れが生じていた。）を通っ

て、第 2 貨物艙へ浸水したことが判明するま

で、スタビライザー・フィンの根元の位置に

穴が開き、船が 21～22 程度大きく傾いたとい

う事実が説明されることはありませんでした。

同船は危ういところで転覆を免れました。 

 

2012 年 1 月 13 日にはクルーズ船 COSTA 

CONCORDIA 号がイタリアのジリオ島付近で

岩に接触する事故を起こしました。最初に、

左舷側の水面下の船体外板に 60 メートルにも
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及ぶひびが入った後、電気系統がダウンし、

右舷側への転覆が始まったというものです。

この事故で 4,229 名の乗客のうち、32 名が死

亡しました。イタリアの海事調査団体の速報

によると、海水が短時間に第 5 区画（駆動用

電動機）と第 6 区画（船尾の発電機）に流れ

込んだ後、すぐに第 7 区画（船首の発電機）

と第 4 区画（調理室の圧縮機）にまで広がっ

たと伝えられています。調査はまだ完了して

いないものの、船員が行き来しやすいように

開放したままにしていた水密戸から浸水した

可能性が高いことが指摘されています。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


