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隊員

義村　貞純　(24)　1974年10月1日生　A型　理学部　応用生物科学科4-A

北村　信幸　(20)　1978年2月28日生　O型　理学部　化学科3-B

黒沢　雅和　(20)　1978年1月19日生　A型　理学部　化学科3-B水上歩行隊

海峡横断 に

挑む
～海の上も歩いて行っちゃう水上歩行機と

海を渡っちゃったラフトボートの物語～

文、写真 = 義村貞純
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なにがアドベンチャーなのだろう?それが疑問だった。98 年春、新学期に

なって間もないある日の夜、今年の夏の活動を考えていた。

黒沢「夏、アラスカにチャリで行こうと思うんですけど。」

義村「なんかつまらん。それってありきたりじゃん」

黒沢「そもそもアドベンチャーってなんですかね?」

義村「・・・・・・」

　部の創設以来、幾度と無くこの種の会話が交わされたことだろう。１つの明確

な答えは、誰も出すことはできなかった。しかし、アドベンチャークラブに入っ

ている以上、考えなければならない問題だ。

　入部してから幾月、幾年かたつと、各々が「アドベンチャークラブ論」を持つ

ようになる。（そんな事考えたことも無い奴なんか、アドベン部員として俺は認

めない!!とりあえず本多勝一の冒険論でも読め!!）

　ちなみに僕の考えるアドベンチャーとは、どんな活動でも構わないが絶対はず

せないキーワードがある。「挑戦」である。挑戦の度合いが大きければ大きいほ

ど、より高度なアドベンチャーだと僕は考えている。

義村「誰かがやってる事って究極的には、アドベンチャーじゃねえよな」「逆に

誰もやっていなかったら、それはきっとアドベンチャーだよな」

そんなことを熱く語っている時、僕の頭にピンときたものがあった。

義村「水上歩行機だ!!」

黒沢「なっ!なんなんですか、それは?」

そして、僕らの水上歩行計画が始まった。

日程

8月18日　JR品川駅発

8月19日　JR博多駅

8月20日　JR博多駅～JR下関駅～下関港（出航）

～①水門付近

8 月21日　①水門付近～巌流島～②関門海峡下

着～JR尾道駅～海上保安庁

8月22日　JR尾道駅～JR忠海～③ひょうたん島

8月23日  ひょうたん島探検

8月24日　ひょうたん島～④大三島

8月25日　大三島～⑥今治港～JR尼崎駅

8月26日　平塚駅着

装備

衣

アンダーウエア上下　Ｔ-シャツ　長袖Ｔ-シャ

ツ　タイツ アウター　靴下　靴　水着　帽子　

サングラス

食

ストーブ（団体装備）　水筒（20リットル、団体）

食器　

住

シュラフカバー　ロールマット　タープ

特殊

GPS　コンパス　発煙筒　携帯電話　地形図　海

図　潮流表　双眼鏡

＊軽量化を計るため団体装備を多くした。海上

では、強い日光から体を守るため、基本的に長

袖、タイツを着用した。非常用として発煙筒、

GPS を用意した。また水は漂流したことを考え、

実際は30リットルぐらいもっていた。

公金

愛と友情とファジー（毎回大まかに分配）

水上歩行機の改造費約４万円

食料

愛と友情とファジー（毎回大まかに分配）

活動中の食料約５千円

基本的に米とふりかけ
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穴にさし、間をシリコンで埋めたの（図１）を考

えてはみたものの水の排出があまりにも遅いこ

と、壊れやすいことなどから最終的にはボート

に無理やり乗せ、逆にして出すという手段を

使った。

2,これらはもともと両方ともアクリル板を使用し

て作られていたが、我々のパワーに耐えること

ができず、練習の段階で破損が相次いだ。長期の

活動には向かないと思われたため、木製の板に

（お金があればアルミ板にしたかったが）アルミ

ステーを添え、ネジで止めた。そして防水処理

（ペンキや防水剤、エポキシ樹脂）を施した。ラ

ダーに関してはガラスクロスで覆いエポキシ樹

脂で固めた。（カーボンクロスをエポキシで固め

たら"カーボン"、ガラスクロスなら"グラス"）。

もう一つエポキシによりヒレを制作したが、使

用はしなかった。これには"大人の雑誌"から切

り抜いた写真を貼り付け、やる気を上げるとい

う効果をねらったもので荷物にはなったが、そ

ういう意味では大いなる活躍を見せたともいえ

る。

3,細部にもいろいろな工夫を施した。図２ではエ

ポキシやシリコンなどで強度や防水性を高めた

りした。また、細かい部品が落ちないように本体

に取り付けた。歩行機側が海ではぐれたりした

ときのために発煙筒もつけた。

　なぜ水の上をあるけるか。動作方法は単純で

ある。足に力を入れた側が沈み、その末端に付い

ているヒレの水を掻く力により推進力が得られ

る。まさにそれだけである。

　波などには非常に弱い。バランスが大切であ

り、海で乗るにはかなりの練習が必要だった。

最後に

　水上歩行機だけでも大荷物なのに、アキレス

とボート、装備一式、個人装備、食料を含めると、

３人にしては大きすぎる荷物だった。移動は電

車と徒歩だったが、電車の中にすべての荷物を

入れるだけでも大変だった。しょいこに荷物を

載せると１人で立ち上がることができないこと

もあった。電車の中や都心部ではヒーロ－であ

り、田舎では不審者でもあった。

水上歩行計画始動!!シンクロ率０％!!

　まず、水上歩行機を手に入れなければならな

い。立正大学探検部が以前、水上歩行機（という

か“いるかちゃん”）でどこかの湖を渡ったらし

い。

　彼らにコンタクトをとると、なにやら群馬の

エジソンと呼ばれる発明家がいて、その方の会

社「日本エアボート（株）」でお借りできるとの

こと。そして、群馬のエジソンのご厚意により無

事水上歩行機を入手。僕等が借用した水上歩行

機は、“いるかちゃん”（まさにいるか型）ではな

く、群馬のエジソン曰く“競技用のプロトタイ

プ”である。Low IQ な僕等はプロトタイプをプ

ロ使用と勝手に解釈し、後で手痛い目に遭うこ

とになる。

　さて、当初の計画は“韓国に歩いて渡ろう”と

いうものであったが、練習を重ねているうちに、

水上歩行機の性能から、変更をよぎなくされた。

水上歩行機が、流れに逆らって進むことができ

ないことがわかったからだ。それと同時にいく

つもの改良を加えなければならない事もわかっ

た。この時点で“歩いて外国へ!計画”が、“歩い

て国内海峡横断計画”にかわった。

　水上歩行機とは?ここで装備担当の北村に水上

歩行機の説明をしてもらうことにしよう。

　この水上歩行機は群馬のエジソンこと斉藤一

夫氏が、湖などの遊技用に制作したものである。

元々が遊技用なので、残念ながら我々が求める

パフォーマンスには達していなかった。さまざ

まなテストを行った結果、いくつかの問題が浮

き彫りになり、それぞれの部位において改良を

施した。

改良しなければいけなかった問題点

1,浸水。

2,ヒレ及びラダーの強化。

3,その他。

1,もともと各部の造りが荒いこと、本体の中が中

空になっていることなどにより、10分も使用す

ると人が乗っていられないほど水が中に入って

しまうという欠陥があった。まず、水が浸水して

くると思われる場所をシリコンで埋めた。しか

し、完全に防水を施すことは構造上不可能だっ

たため、そのためいかに水を抜くかということ

にも考慮が必要であった。石油ポンプを水抜き
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1st STAGE

本州～九州　関門海峡

僕らの前に立ちはだかった壁

　8月１９日、JR下関駅に降り立った。

　サマージャンボ宝くじをバラで３０００円分買うような気持ちで用意を

整え、水面に水上歩行機をを浮かべた。

　この水上歩行機、お借りしてからずっと名前をつけようと話はあがって

いたが、名無しでここまできてしまった。僕らに非常に愛されているが故

に、きっと名が付けられることはないだろう。そして水上歩行機は僕らの

愛（憎しみ?） にしっかりと応えてくれるのだった。

この種のグチはいつまでも続いてしまうので、話を関門海峡に戻すことに

しよう。夕日が海面をオレンジ色に染めている中、水上歩行機一人、ラフ

トボ－トの二人は「俺たちかっこよくねー?」と慢心の笑みを浮かべながら、

はるかかなたの（直線距離わずか１キロの）門司を目指して水路を歩いた。

ところが、海にでる前に、はやくも僕らの前に壁が立ちはだかった。水門

である。管理の人に開けてもらおうと交渉したが、きっぱり「無理」と言

われた（0.5秒）。仕方なく水面から2メ－トルもある所に、歩行機、ラフト

ボ－ト、荷物を苦労して上げ、再び下ろし海を目指したが、日が落ちてし

まったので、海に出るのをあきらめた。「やってらんね－」と水道で、体に

付いた臭い海水を、洗い流した。次の日は潮の関係で AM4:00 起床なので

さっさと寝た。「まだ臭い?」・・・。

小次郎破れたり!・・・そして僕らも

　天女でも現れるような朝霧の中、水上歩行機の一人、ラフトボ－トの二

人はやはり「俺たち、かっこよくない・・・・・・?」とにやけながら、と

　以上とにかく、水上歩行機はＩＱと精神年齢

が低い僕等を悩ませ続けた。

歩いて日本をつなぐぜ!!

　僕は、日頃いくつもの疑問にぶちあたる。それ

は南北問題や環境破壊といった下賤な類のもの

ではまったくなく、「ピンキリってどっちがすご

いんだ～!!」とか、「中国人って本当に、～ある

よ・～あると話すのか!?」とか「林家こん平の

チャーザー村ってどこにあるんだ～!?」といった

非常に高貴で難解な（チャーザー村は新潟県に

あるらしい）問題である。

　そんな疑問の１つに「自転車　世界１周!!」が

ある。小学生の頃からから陸地（大陸）はつな

がっていると思っていたが、大学２年のある日、

塾の講師をしていた僕は、生徒（中学２年）から

「先生!!大陸と大陸ってつながってないですよ!!」

と、ありがたい忠告をうけ「自転車で世界１周」

というのが突如疑問視される事となる。「要する

に厳密に世界１周してないじゃん?」と、本当に

どうでもいいことを書いたが、僕は２回生の時、

北の宗谷岬から南の佐多岬まで自転車を使って

人力で行きました。でもごめんなさい。フェリー

使っちゃいました。というわけで、今回は本州～

九州と本州～四国を歩き（人力）でつないで許し

てもらおう。  (70Pへ続く)
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「 何 が アド ベ ン チ ャ ー な の だ ろう？そ れ が 疑 問 だ っ た 。」
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彼の行動を許してあげた。（帰宅後のアドベン裁

判で笠木が有罪になったことは言うまでもない）

アドベン的無人島生活

　尾道で海上保安庁に行って、具体的な航路を

決めた。今度は瀬戸内海。前回と違って、ゴ－ル

は水平線の向こう。地図上でしか見えない。いく

つもの島々をつないで、最後に来島海峡を渡り、

四国の地を踏むことになる。出発して一日目の

目的地は、ひょうたん島だった。ここは以前、日

本テレビの”進め電波少年で、Ｒマニアが生活し

ていた島だという情報が入った。早速、僕らも無

人島生活をしようという事になった。しかしや

る事がない!!しかもこの島、平地が満潮時には１

メ－トルしかなくなる。島を一周するのに30分。

崖を登って縦走しても30分。1日半過ごして僕ら

は「こんな所で生活してた人が、いるのか?」と

思ったら、やはりこんな所で生活してなかった。

ガセネタをつかまされた僕らやっぱりバカだっ

た。後で聞いた話だが、瀬戸内海では、ひょうた

ん型の島を、手当たり次第、ひょうたん島と呼ぶ

そうだ。「くそ!!日テレ!ひょうたん島と言った

じゃねえかよ－!」と思ったが、愚かな叫び声は、

海のもくずと消えていった。

来島海峡

　このひょうたん島のあとも、いくつもの島を

巡りながら、着実に四国へと、近づいて行った。

この間、何度も水上歩行機の水漏れに悩まされ

たり、橋脚工事のため通行を禁止されたりなど、

いくつもの困難があったが、持ち前の器量の大

きさで、三歩歩いたら忘れてしまった。本州を離

れてから5日目、残りは来島海峡のみとなった。

「来島!!一緒に日本に帰ろう!!（映画" ビルマの竪

琴"より）」と、冗談を飛ばしてみても、来島海

峡は狭くはならなかった。一応モーゼのように

海が分かれるか試してみたがやはりだめだった

ようだ。「どうしましょ・・・・。」

　結局フェリーで、下見もかねて水上歩行機を

四国に置いてきて再び戻ってラフトボートのみ

で渡ることにした。水行歩行機さえなければ慣

れたもんで橋が（箸を）持つ方が右と言うことを

忘れはしなかったので、何とか四国にたどり着

くことができた。人力にて本州～四国をつなげ

たのだ!!

岸に上がって海を見て僕らは、足りない頭で思

いました。「生きててよかったね・・。」「やっぱ

り溺れる平家も久しからずですね・・・!?」

2nd STAGE

本州～四国編（来島海峡）

捕獲作戦失敗

　日本には三大海峡というものがあるそうで、

それは鳴門海峡、関門海峡、来島海峡である。関

門海峡の流れにはビビッてしまった。そこで現

代人の、知能の平均を大きく下げるであろう脳

を持つ三人も少しは考えた。「助っ人がほしい」

と。そしてその白羽の矢は２回生、笠木に立っ

た。しかし、この男、僕ら三人より少しだけ賢

かった。なんとか捕獲には成功したのだが、僕ら

三人が尾道（広島県）で熟睡している中、夜逃げ

ならぬ朝逃げを実行した。しかも、始発で電車に

乗りかなり離れた名古屋から「すいません、僕に

は向いていません」と電話をかけてくる念のい

れよう。僕らは「やっぱ俺らぐらいカッコ良くな

いと、水上歩行機に向かないよな－」と笑って、

りあえず目の前に見える島を目指して歩いた

（漕いだ）。島に近ずくと多少の潮の流れを感じ

たが無事に着いた。なんと!この島はあの有名な

巌流島だった。当然、Low IQな僕らはパドルで、

チャンバラを始めた。「必殺!ツバメ返し!!」「波動

拳!!!」そして、その結果疲れ寝てしまった。

　再び目を覚ますと、予定出発時刻をわずかに

過ぎていた。「やばい潮が流れす・・・」しかし

焦る僕たちの期待に応えるかのように、水上歩

行機君はみごとに故障してくれた。修理にとま

どうこと約30分、門司港を目指す・・・。大型

船が行き交う中、ひたすら前進する。GPSは僕ら

が、時速 12 キロで進んでいることを知らせる。

「結構速いね」やはり、Low IQだった。潮に流さ

れていたのだった。気が付くと目的地の門司駅

は通り過ぎ, 関門橋が目の前に迫ってきている。

「さすが壇ノ浦、これじゃ平家も滅びるわ」と

思ったが、僕らは滅びるわけにはいかないので、

必死に漕いだ。こればっかりは本気で本気で・・。

本当にすごい流れなんです。川です。しかも激流

です。フェリ－アングルで岸に着けました。よゆ

うないです。この時、緊急用に持っていた発煙筒

を、いきなり使うことになるのかと思いました。
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エピローグ（あるいはプロローグ）

四国から再び電車で帰路に就く。当然僕らの脇には寝食を共にした大量の粗大

ゴミ（装備参照）が、ところひろしと横たわっているのだが・・・。

北村「今回の活動もなかなかおもしろかったですね」

義村「手探りで、手作りって感じがいいよね。」

黒沢「（海峡横断時）近くにタンカーが見えたとき、（潮に流されて）漕いでも

漕いでも岸に着けなっかったとき、本気で本気になりました」

義村「恐怖感って言うか危機感って言うか・・・」

北村「っていうか　ずばり死を意識しましたよ!!ところでこの活動ってアドベ

ンチャーだったんですかねー?」

義村・黒沢「・・・・・・・。」

　僕ら３人がそれぞれ持っているアドベンチャー論に照らし合わせてこの活動

がアドベンチャーであったか否かは各々の判断に従うしかないのだが、アドベ

ンチャークラブの活動において新しいジャンルであることは間違いないだろ

う。今後もっといろんな形いろんな意味で”新しい”といった部分にも挑戦し

たいし、していってほしい。

　最後になりますが、水上歩行機を快くお貸ししてくださった（株）日本エア

ボートの斉藤一夫様、練習につきあってくれた、滝川晃さん、大野舞湖さん、

行きの電車で荷物持ちとして働いてくれた平塚1年の屋久島隊、海峡を前にし

てネガティブになっている僕らを励ましてくれた後藤寛明さん、各々の恋人、

本番では入院のため参加できなかったけれど一緒にこの計画に取り組んだ、高

畑将之さん　本当にどうもありがとうございました。

　僕たち、海を歩きました!!
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自下関至門司

自忠海至今治


