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紀元前５世紀

古代ギリシャの漕法

（参考：日経サイエンス１９９６．７月号より． 図も）

古代ギリシャの壺絵などには，軍船の漕ぎ手が，クッションを体にくくり着けていた様子が描か
れている． しかしその目的は永くわからなかった． １９９６年，米国・ルイヴィル大学の考古学
者，Ｊ．Ｒ．ヘイルが謎を解いた． 古代ギリシャ船の建造技術の書物や文学・芸術作品を調べ，
（定説では１９世紀後半の発明と言われていた）スライディング・シート～スライディング・ストロ
ークの技術が，すでに紀元前５世紀には使われていたことを明らかにしたのだ． アリストファ
ネスの喜劇，「蛙」には，尻に火ぶくれができた漕手が登場し，また壺絵や彫刻にも，漕手が膝
を高く上に曲げている様子が残っている．
（アテネアクロポリスから出土した紀元
前５世紀頃の三段櫂船のレリーフ．／
上記資料より）

シートが動くのではなく，漕ぎ手が
「クッション」を使って，腰を前後に滑
らせていたのだ． 今日ソファーなど
に置かれる「クッション」の語源は，
古代ギリシャ船のスライディング・シ
ートだった！
しかし，クッションをつかったスライディング・ストロークの技術はその後なぜか忘れ去られ，後
の１９世紀後半に「再発明」されたときには，油を塗った鹿皮で，腰をスライドさせていた．
１７１５－現在

トマス・ダゲッツ・コート＆バッジ・レース

書名
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１７１４年，英国ではスチュアート朝に世継ぎがなくな
り，代わりに英国王家の血を引くドイツのハノーバー選
帝侯がジョージ（１世）として即位した．
それを祝して１７１５年，王立劇場の俳優，トーマス・ダ
ゲット（Thomas Doggett）が，テムズ川でウォーターマン
（渡舟の漕ぎ手）を集め，懸賞つき４マイル競漕；「ダゲ
ッツ・コート＆バッジ・レース」を始めた．
その勝者には，膝まで届きそうな長さで，燃え立つ炎
（つまり blaze）のような鮮赤色の「ウォーターマンズ・コ
ート」と「バッジ」が贈られた． これが「ブレザー・コー
ト」の語源となったらしい．
「バッジ」は，上腕につける大きな銀バッジ（というより
腕章）で，「ハノーバーの白馬」の図柄があった． 勝者
はまた，国王の御座舟の，漕手の名誉も授かったとい
う．
レースは現在も行なわれていて，現存する世界最古の「レース」でもある．
（図：インターネットより抽出）
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apx.１８３０－

首狩をレガッタに代えたオアズマン

マレーシアのサラワク州（ボルネオ島北部）では，サラワク・レガッタが開催され，民族間対抗，
そして近年では観光イベントとして盛り上がっている． しかしその起源は，部族間の争い・首
狩の習慣に代えて始められたもので，その仕掛け人は，ケンブリッジ大のオアズマンだった！
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１８３９－

ヘンリー・ロイヤル・レガッタ

ヘンリー・ロイヤル・レガッタ（Henley Royal Regatta）は，ロイヤル・アスコット（競馬），ウィンブル
ドンと並び，英国の夏を飾る３大スポーツイベント，伝統のレガッタである． オックスフォードシ
ャーの最も美しい町の 1 つ，ヘンリー・オン・テムズで，毎年６月末～７月初旬に開催されるこの
レガッタは，１８３９年に，街の恒例行事として，市長と市民によってアトラクションとして企画さ
れたのが始まりである． 現在では，約４００～５００クルーが参加し，他の選手権にはない独特
の雰囲気があり，世界で最も有名なレガッタでもある．
１８４３

セブンオアのレース

ヘンレー･ロイヤル･レガッタ，エイトのグランド・チャレンジ・カップ決勝で，オックスフォードの整
調，メンジス選手が前日からの不調で卒倒し，レースに出られなくなった． 審判や相手のケン
ブリッジの了解を得て７人で漕ぐことに． そのオックスフォードが１艇身で勝ってしまった． セ
ブンオアのレースとして有名．
「図解ボート（漕艇）」より
１８６０ｓ

ＯＥＤ第２代編集長ファーニヴァル
現代のサラワク・レガッタ （hantujeraul.blogspot.com より 06_09_08）

（世界漕艇物語（C・ドッド著 榊原章浩訳・ｐ２３９より）
“ビクトリア朝の教育制度で頂点をなす 歴史のある大きな大学にあって，漕艇は傑出してい
たために，辺境の拠点となる都市にはしばしばボート経験者がいた． …１８２９年の第１回オ
ックスフォード対ケンブリッジ対抗レースに出場した１８人のうち，１１人が司祭となり，一人が伝
道師となった． …ケンブリッジのジーザス・カレッジを卒業しサラワクの政府で働いていたチャ
ールズ・ホースは，「彼の最大の功績は，ボルネオ原住民の部族間の争いを首狩りの代わりに
ボートレースで決着させたことである」といわれた．”
apx.１８４０－

ケルビン卿もボートを漕いでいた
20220102 改訂

参考：「博士と狂人」（S・ウィンチェスター，早川書房，１９９９），他

ＯＥＤ（オックスフォード英語辞典）は世界で最も権威ある英語辞典，１８５８年に編纂開始，１９２
８年に初版（４１万語，全２０巻）． 編纂開始の２年後，初代編集長の急逝を継ぎ，フレデリック・
ファーニヴァル（Frederick Furnival 1825-1920）が第２代編集長に就任． 気まぐれな変わり者
で，菜食主義者，酒も煙草も嗜まず，宗教や階級社会への敵意をあらわにし，（批判者の言葉
を借りれば）分別に欠け，道化者でスキャンダルにまみれ，気障でマヌケな浮気者だった．
しばしば周囲に嫌悪されたが，ボートに夢中だった． 自らスカルを設計し，速く漕ぐにはどうし
たら良いかを，ニュー・オックスフォード通りのＡＢＣ喫茶店のウェイトレス達に講釈するのが好
きだった． ハマースミス女子スカルクラブのメンバーに囲まれ楽しそうな写真（１９０１年撮影）
が残っている． ファーニヴァルは，ＯＥＤの編集でいくつかの名案も残したが，軽率で無責任
だったために編纂事業が滞り，８年後に後継者のジェームズ・マレーがＯＥＤ完成の主役となっ
た． マレーを見出したのが最大の功績と言われる（写真：インターネットより）

英国の物理学者，ウィリアム・トムソン（William Thomson，
1824-1907）は，ケンブリッジ大学で，ボートを漕いでいた．
後に，（「物理」で習うと思うが）「絶対温度」（「ケルビン温度」
とも呼ばれる）や，「熱力学の第２法則」などを発見するな
ど，多数の業績を挙げた． また，電磁誘導や磁気力の表
現に，ベクトルを使い始めた，古典物理学，特に熱力学の
開拓者の一人である． その功績により，ケルビン男爵
（Baron Kelvin of Largs），通称ケルビン卿（Lord Kelvin）と呼
ばれるようになった．
University Museums in Scotland （www.umis.ac.uk）より
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１８７０ｓ

幸福な王子を書いた不幸な漕手

オスカー・ワイルド（Oscar Wilde，1854-1900）は，英国の詩人，小説家，劇作家． １８８８年に書
かれた「幸福な王子」は，最も有名である． オスカーはワイルド家の次男として生まれたが，
女の子が欲しかった母の倒錯的愛情のた
め，５歳まで女装させられ，女児として育てら
れた． それが，彼の二面性を生み，女装癖，
服装倒錯が成人になっても続いたという．
オスカーは，オックスフォード大クライストチャ
ーチ・カレッジに学び，ボートを漕いだ． 多く
の詩を作ったが，そのうち少なくとも一つは，
ボートクラブの晩餐で披露されたという． 卒
業後，社交界の人気者となり，芸術至上主義
を実践，若者の人気を集めた．
しかし一方で，気障（キザ）な言動が批判の的
となり，同性愛の発覚で２年間，投獄された．
解放後，フランスに移ったが，不遇な生活の
まま，１９００年にパリで亡くなった．
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apx１８８０-１９３７

クーベルタン男爵も漕艇狂だった

ピエール・ド・クーベルタン（Pierre de Coubertin，1863-1937)は，近代オリンピックの創始者であ
る． （実は別の人の言葉を引用したものだが）「オリンピックは参加することに意義がある」の
言葉があまりに有名だ． そして，「自己を知る，自己を律する，自己に打ち克つ，これこそがア
スリートの義務であり，最も大切なことだ」ともいっているが，けだし名言である． そのクーベ
ルタン，若い頃からロウイングに熱中していた．
１８９６年に近代オリンピックを始めたが，第１回大会（アテネ）から男子ロウイングを取り入れた
（女子は１９７６年から）． １９２０年には「ロウイング・キュアズ」（Rowing Cures； 漕艇療法とい
った意味）を著し，ロウイングの健康への効用や教育的価値を説き，関節炎や近代的生活によ
る疲弊の解消にもロウイング
が有用と力説した． １９２２年
には「スポーツと知性」（Sport
and Intelligence）を著し，ロウイ
ングが「理想的なディシプリン
（discipline； 躾，訓練法）だ」と
説いた．
１９３７年，７４歳で死ぬまで漕
ぎ続けた漕艇狂でもある．

幸福な王子より

スカルを漕ぐクーベルタン /students.ithaca.edu/~jdomina1/story.htm より

１８７０ｓ

ボートにもバスにもハマった大統領,
ウィリアム・タフト（William Howard Taft ，18571930）は，オハイオ州シンシナティ生まれの第２
７代米国大統領だ． エール大学時代にボートを
漕いでいた． （スペインから独立後，米国植民
地となっていた）フィリピンの初代知事などを経
て，１９０９～１９１３年に米国大統領を務め，後に
連邦最高裁判所長官も務めた．
ポトマック河畔の桜は，彼の大統領在職中に，
東京から贈られたものである． 「ホワイトハウ
スは世界で最も孤独な場所」という名言？も残し
た． 歴代大統領中最大の巨漢で，ホワイトハウ
スの浴槽に嵌（はま）り，出られなくなったエピソ
ードを残す． （ボートは沈まなかったのだろうか
…）

１８７０ｓ－１９０８

その者蒼き衣を纏いて金色の水面に…

１８７０年代，欧米では賭け競漕が盛んだった． エドワード・ネッド・ハンラン（Ned Hanlan，
1855-1908）は，カナダのトロント生まれ． ５歳でトロント湾を漕いで横断し，２０歳の頃には投
資家たちが「ハンラン・クラブ」を結成，彼のレースを仕切った． １８７６年のプロ・デビューは，
強豪ひしめく中，５ｋｍ競漕で，リードを奪った後，一旦漕ぐのを止め，追いついてきたのを再び
引き離した． 決勝では２１分９秒のコース記録． １７３ｃｍ・６８ｋｇと小柄だったが，長いレンジ
でスムースに力強く漕いだという． 青いシャツで漕ぎ「ザ・ボーイ・イン・ブルー」と呼ばれた．
１８８０年にオーストラリアのチャンピオン，トリケットと，ロンドン・テムズ川で対戦．ハンランは
わざと蛇行したり，漕ぎ止め追いつくのを待ってからまた引き離したり，岸に寄り観衆に会釈す
るなど，何度も侮辱的な態度を繰り返し，最後は
艇をジグザグに進めながら圧勝，世界チャンピオ
ンとなった． １８８２年の再戦も同じ調子，１８８４
年にオーストラリア人のウィリアム・ビーチに敗れ
るまで４年間，チャンピオンの座を守った．
彼の偉業を称え１９２６年にトロント市が著名な
彫刻家エマニュエル・ハーン作の立派な銅像を
建造し，現在それは彼の育ったトロント島に立
っている． （本書/表紙の銅像/水彩風画像（インターネットより）

Ben Burgraff's CARICATURE GALLERY...より

5

１９８６年，「ザ・ボーイ・イン・ブルー」，ニコラス・ケイジ主演で映画化された．
6

知っておきたいロウイングエピソード５０選

7/19

Rowing Booklet A5-12
１８７７

もうひとりの偉大なスカラー： コートニー

20220102 改訂

ハンランと同時代の偉大なスカラーに，チャールズ・コートニー（Courtney １８４９－１９２０）が
いる． １８７７年のプロ・デビューでは，生涯最高の仕上がりと，生涯最悪の体験を同時に味わ
った． 昼食でアイスティーに薬を盛られ，乗艇どころではなかったのだ． ハンランとの対戦は
３度．１８７７年のケベックでの初戦は，観覧船の侵入などがあり，ハンランが勝利したがしこり
を残した． １８７９年のニューヨークでの再戦も，互いの艇が壊され，さらに因縁を深くした．
再々戦は１８８０年のワシントン，コートニーは，折り返し地点でなく３ｋｍポストで折り返し，しか
も負け，「米国漕艇史上，最も情けない失敗」として語り継がれることになる．
しかし１８８４年からコートニーは，時代と他のスポーツにも先駆け，コーネル大でフルタイムの
プロコーチとなり，クルーは輝かしい戦績を挙げた． 時代を代表する優れたスカラーだった．
１８７５年来日－１８８９

F.W.ストレンジ F.W.Strange

20220102 作成

フレデリック・ウィリアム・ストレンジ（Frederick William Strange，1853．10．29-1889．7．5）
は，イギリス・ロンドンから 1875 年 3 月 23 日に来日した英語教師である． 日本における
近代スポーツの父とされ，陸上競技やボート，野球といった競技の普及に努めた． スポ
ーツマンシップを説き，学生に課外活動としてスポーツに取り組ませることで，今日の日本
の学校において一般化している「部活動」や「運動会」といった活動の礎を築いた． 著書
『アウトドア・ゲームズ』は日本初のスポーツガイドブックである．
２０１３－１０－２９ F.W.ストレンジ（Strange）の生誕１６０周年記念式が，２０１３年１０月２
９日，青山霊園の彼のお墓の前で開催された． 彼はロンドンで生まれ，来日して学生に，
陸上や漕艇などさまざまなスポーツとフェアプレイの精神を教えた．
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１８７０

もうひとつのブレザー伝説

ダゲッツのコート＆バッジから下ること１世紀半，もう一つのブレザー伝説が生まれる． １８７０
年代，ケンブリッジ大学セントジョーンズカレッジのＬＭＢＣ（レディ･マーガレット・ボート・クラブ）
クルーは，遠くからでも見えるようにと，鮮紅のユニフォームで，オックスフォード大学との対抗
戦に登場した．
その燃えるような赤に，人々は，「BLAZER！」とうなった． これが今言うスポーティなジャケッ
ト「ブレザー」の語源になったという．
１８８４－１８９７

吾輩は漕手である －夏目漱石－

参考：「夏目漱石とボート」（熊本県ボート協会）・他
１８８４（明治１７）年，大学予備門予科(後の一高)に入学した夏目漱石は，端艇競漕を好んだ．
「私の経過した学生時代」（「中学世界」，明治４２年）に「…どちらかと云えば運動は比較的好き

の方で<中略>唯遊んだという方に過ぎないが，端艇競漕などは先ず好んで行（や）った方であ
ろう． <中略>好きでやったと云っても，チャンピオンなどには如何してもなれなかった」 と，あ
る．
１８９５（明治２８）年，五高（現熊本大）に端艇部が結成され，翌年の第１回春季競漕大会の翌日，
夏目漱石が松山から熊本に到着． タイミングの良い経験者の登場で，漱石は早速，第２代部
長・「名誉部員」に就任した． 月俸１００円から月３０銭を部費として払い，寄付を募りつつ艇庫
建設にも尽くした． １８９７（明治３０）年には佐世保から日清戦争の戦利品のカッター２艇を譲
り受けたが，補修や，他校生徒まで頼んでの廻漕経費が膨らみ，１００円の大赤字になった．
漱石は結局，その借金を肩代わりし，合わせて端艇部部長も辞任してしまった．
ロー・スクールよりロウイング：湖をつくった鉄鋼王

１９００ｓ
20220102 改訂

apx.１８８０-１９４１

詩人，バンジョー，ボートを漕ぐ

20220102 改訂

アンドルー・バートン・パターソン（A．B．Paterson (1864-1941，通称バンジョーBanjo）は，１８６４
年，オーストラリア・ニューサウスウェールズ生まれ． ジャーナリスト，詩人． オーストラリア
の第２の国歌；「ウォルシング・マティルダ」の作詞で知られる． １０歳でシドニーに移り，１８８０
年代に弁護士として働きはじめ，その頃，詩を書き始めた． 草原の自然や勇ましい男をモチ
ーフとして，口語調の簡潔な詩を作り，人気を集めた． １８９９～１９００年には，南アフリカ戦争
の従軍記者，１９０１年には，中国の義和団事件も取材した． 一時期，
ジャーナリスト活動から離れ，牧場経営などもしたが，第１次大戦の従
軍後に再開，１９３０年まで活動を続けた．
バンジョーは，シドニーのバルメイン・ロウイング・クラブの会員で，地
方のレガッタにも出ていた． １９４１年に永眠した時，ラジオは，「彼が
詩を書いていなかったら，この国を統合する感情的な絆は，はるかに
弱いものになっていただろう」と追悼した．
（インターネットより）
7

１９０２年，米国の名門プリンストン大の学長となったウッドロー・ウィルソン（後の第２８代大統
領）は，「他の一流大に並ぶには，新しいカレッジ（学寮）制が必要」と考え，篤志家たちに資金
援助を求めた． 鉄鋼王アンドリュー・カーネギーが，親友のハワード・ラッセル・バトラー（同大
ＯＢ）と大学へ向かう連絡バスの車中のこと． バトラーは，「狭くて往来の激しい運河で漕ぎな
がら，『プリンストンとキングストンの間，ストニー・ブルークとミルストーン川の一帯の沼地を整
備してダムを作って漕いだら素敵だろうな』と夢を語っていた」と話した． カーネギーはバトラ
ーに，その計画をたてるように言い，大学に湖の寄贈を申し出た． 曰く「プリンストンに必要な
のは，ロー・スクール（Law School，法科大学院）ではなくロウイング・プログラムだ」と． １５万
ドルの寄付で，１９０６年に「カーネギ
ー湖」が完成した． もちろん艇庫つき
で． ウィルソンは，「私たちはパンを
頼んだが，彼はケーキをくれた」と．
今日でも，プリンストンにロー・スクー
ルは無いが，すばらしいロウイング・
プログラムが若者を育てている．
8
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１９２４

ジェームズ・スティルマン・ロックフェラー（James Stillman Rockefeller，1902-2004）は，有名な石
油王：ジョン・Ｄ・ロックフェラーの弟の孫にあたる実業家で慈善活動家である． エール大学に
学びボートを漕ぎ，１９２４年には主将を務め，パリ五輪のエイトで優勝し，タイム誌（同年７月７
日号）の表紙を飾った．
そのロックフェラーのクルーに，ベンジャミン・スポック（Dr. Benjamin Spock ， 1903-1998）
がいた． 米国コネチカット州ニューヘブンで生まれ，著名な小児科医師になった．
「スポック博士の育児書」（１９４６）は，歴史に残る大ベストセラーで，母親へのメッセージ；
「あなたは，自分が知っていると思っているよりはるかに多くのことを知っています．」が有
名． 今でも書店に並ぶ名著である． 小児科学を学ぶのに，子どものニーズと家族のダ
イナミズムを理解しようとした最初の小児科医とも言われる．
彼は，エール大学の時代ボートを漕ぎ，前述のロックフェラーとともに，１９２４年のパリ五
輪でエイトの優勝を勝ち取ったメンバーである．
１９１０

真白き富士の根

１９１０（明治４３）年，神奈川県の厨子開成中（現開成学園）の少年達の乗った端艇が，遭
難し１２名の命が失われた． 事故の追悼法要で，鎌倉女学校教諭・三角錫子が追悼の
歌を作詞しオルガンを演奏，女学生らが斉唱した． 曲は「明治唱歌」という曲集に「夢の
外（ほか）」というタイトルで掲載され，女学生らに愛唱され歌い継がれた． 曲の元はイギ
リス民謡で，それに米国の作曲家ジェレミー・インガルスが手を加え，ガーデン（Garden）と
いう曲名の賛美歌としたものである．
詞：三角 錫子，曲：インガルス（賛美歌：ガーデン）
真白き富士の根緑の江ノ島 仰ぎ見るも今は涙
帰らぬ十二の雄々しき御霊に 捧げまつる胸と心
ボートは沈みぬ千尋の海原 風も浪も小さき腕に
力も尽果て呼ぶ名は父母 恨みは深し七里が浜辺
み雪は咽びぬ風さえ騒ぎて 月も星も影をひそめ
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１９１７

琵琶湖周航の歌

大正７年夏，京都の三高（現・京都大学）水上部７人の琵琶湖周遊の際，整調の小口太
郎が作詞し，「ひつじ草」(吉田千秋作曲)のメロディに乗せて漕艇歌をつくった．
１９１７年（大正６年） 作詞 小口太郎，作曲 吉田千秋
我は湖の子さすらいの 旅にしあればしみじみと
のぼる狭霧やさざ波の 滋賀の都よいざさらば
松は緑に砂白き 雄松が里の乙女子は
赤い椿の森陰に はかない恋に泣くとかや
波の間に間に漂えば 赤い泊火懐かしみ
行方定めぬ浪枕 今日は今津か長浜か
瑠璃の花園珊瑚の宮 古い伝えの竹生島
仏の御手に抱かれて 眠れ乙女子安らけく
矢の根は深く埋もれて 夏草しげき堀のあと
古城にひとり佇めば 比良も伊吹も夢のごと
西国十番長命寺 汚れのうつし世遠く去りて
黄金の波にいざ漕がん 語れ我が友熱き心
１９２０ｓ

秩父宮雍仁親王とボート

大正天皇の第二皇子，秩父宮雍仁（ちちぶのみや・やすひと）親王（1902（明 35）－1953（昭 28））
は，スキー，ラグビー，ボートを親しみ，「スポーツの宮様」として国民に親しまれた． 秩父宮ラ
グビー場，秩父宮記念スポーツ博物館などにその名を残されている． １９２３（大正１２）年に芝
浜離宮の池でスカルを始められ，その後，１９２５（大正１４）年にはオックスフォード大学に留学
し，ケンブリッジ大学のビル・イーストコーチの指導を受けられた． そこでシングルスカル２艇
をシムス造船所に作らせ，帰国後も１９２７（昭和２）年頃まで，猪苗代，逗子，葉山で漕がれた．
終戦後，戦災を逃れたスカル２艇は，日本漕艇協会に払い下げられ，１艇は，秩父宮記念スポ
ーツ博物館に寄贈，もう１艇（ＩＳＩＳ／アイシス号）は，１９５２（昭和２７）年頃に福島県漕艇協会に
寄贈，荻野漕艇場に展示されている．

みたまよ何処に迷いておわすか 帰れ早く母の胸に
美空輝く朝日のみ光り 暗(やみ)にしずむ親の心
黄金も宝も何しに集めん 神よ早く我も召せよ
雲間に昇りし昨日の月影 今は見えぬ人の姿
悲しさ余りて寝られぬ枕に 響く波の音も高し
帰らぬ浪路に友よぶ千鳥に 我も恋し失せし人よ
尽きせぬ恨みに泣くねは共々
今日もあすも斯(か)くてとわに
荻野漕艇場に展示されているアイシス号とオール （０９．６．２８撮影）

9
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１９２０－１９６０

ジョン・Ｂ・ケリー

後にモナコ大公と結婚しモナコ王妃となった著名な女優，グレース・ケリー． その父の，ジョ
ン・Ｂ・ケリー（John B. Kelly, Sr.，1899-1960) ジャック・ケリー）は，１９２０年のアントワープ五輪
でシングルとダブルで金を獲得し，また１９２４年のパリ五輪でもダブルで金を獲得した． ベー
ブルースやジャック・デンプシーともよく比べられるスポーツマンであり，一代で財を成した億万
長者でもある． フィラデルフィアのスクイルキル（Schuylkill）川岸のケリー・ドライブ（通り）に，
ハリー・ロジン（Harry Rosin）１９６５年作の銅像がある．（インターネットより）
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１９３４

二高松島湾遭難と土井晩翠

１９３４（昭和９）年の二高松島湾遭難． その前年まで，「荒城の月」の作詞で有名な土井晩翠
が，端艇部長を務めていた． （東北大学漕艇部百年史より．）
ａｐｘ．１９３０

盲目の整調

（改訂新版ボート百年／宮田勝善，時事通信社１９７６より抜粋） 20220102 改訂

昭和１０年の頃、アメリカ漕艇界の一方の覇であるコーネル大学は，全米エイト学生選手権レ
ースに盲目のドン・モーガン（Don Morgan）を整調に起用した． コーネル大は優勝こそしなかっ
たが，モーガン整調の下で堂々の戦績を納
めた．
モーガンは高校時代，遊んでいた花火が爆
発して視力を失った． しかしその肉体的ハ
ンディキャップにめげず，よく勉強もし，身心
のよりどころをボートに求めてじつに練習を
よくやった． コーネル大のコーチは彼の熱
心さを認め，整調の要席を与えたのである．
これはウォーターマンシップさえあれば，ボ
ートは盲目でも漕ぐこともできるし，またいく
らでも強くなれるという好個の一例である．
息子のＪ．Ｂ．ケリージュニアもまた１９５６年のメルボルン五輪シングルで銅を獲得している．
１９３０

フェアバーンとロウイング・ノート

英国のフェアバーン（Steve Fairbairn，1862-1938）は，英国オーソドックススタイルの時代に，ス
ライディング・シートに適した近代漕法の基礎を開拓した名コーチとして名高い． 著書「ロウイ
ング・ノート」が有名である．

盲目の整調，ドン・モーガン 改訂新版ボート百年より

apx１９５０

盲学校の生徒にボートを紹介したコーチ

（Ｒｏｗ２Ｋ ２００５年３月３１日の記事より要約）

20220102 改訂

１９５０年代初頭，ニューヨーク盲教育大学（現ニューヨーク特別教育大学）の数学・語学の教授
セス・ウィークス・ホアード（Seth Weeks Hoard）氏は，ロウイングもコーチ経験もなかったが，大
学を説得，ハーレム川のバイキング・ロウイングクラブで，視覚障害の生徒の回復訓練として，
ロウイングを開始した． 初心者だったが，すぐに，ロウイングが健常者と同じレベルで何ら制
約なく参加することができるスポーツになり得る，と確信した． 地元高校からコックスを雇い，
多くの盲目の生徒にロウイングを体験させた．

千葉四郎は，一高，帝大（東大）で漕艇選手として活躍，１９２１（大正１０）年，卒業製図につきフ
ォアを枚提出して造船科を卒業，尾久でデルタ造船所を興し，競漕艇建造を始めた． １９３６
（昭和１１）年，ベルリン五輪へ遠征した東大クルーは，前哨として出漕したマローレガッタで優
勝，ヘンリーレガッタでは惜敗したがデルタ造船の軽量の短艇（１０４ｋｇ，１５．８ｍ．⇔当時の外
国艇は１３０ｋｇ，１８ｍ）が高く評価され，りアンダークラブが英国大使館を通じて艇を注文した．
レースの詳細はボート百年に収録． ［月刊漕艇 No.126(1976.2.29)，近代ボート競技歴史研究
所 2007.12.26，東京朝日新聞 1936.8.30，改訂新版ボート百年 p538-543]

彼は，さまざまな革新的な指導方法も編み出した． オールの木ハンドルにフェザーの位置が
わかるように目印の鋲を打ったり，発艇桟橋の端にファイバーマットをとりつけて警戒できるよ
うしたり． また，指をかけてつかみフェザーできるようにした，スカル用の「クロウ・クラッチ・グ
リップ」（claw clutch grip）も作ったし，ロウイングテクニックの正しいポイントを思い出せるように
漕艇歌も作った． プログラムはすぐに効果を表し始め，やがて大学は，バイキングの艇庫と
ボートを買収するまでになった． クルーはレガッタにも出場し，非公式のレースではコロンビ
ア大学の新人クルーを負かすことさえあった．

１８９６？－１９７６

千葉四郎

生徒の多くが，ホアード退職後も永く親交を続けた． ホアード氏も１９９０年代初頭まで，現役
で漕ぎ，コーチも続け，生涯をボートの普及に身をささげ，２００５年に９８歳で永眠した．
11
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１９５７～１９７８

さらば茨戸の湖（うみ）よ

アダム漕法とマコンブレード

Rowing Booklet A5-12

※編集中

札幌ボート協会７５周年記念誌，ｐ２０８，他

１９５７

あらしのボートレース

１９５７（昭和３２）年５月１２日，第２６回早慶レガッタは，大雨と強風で大荒れとなった． 序盤は
下馬評どおり，慶応がリードしたが，浸水が激しく次第に艇速が落ちた． 早稲田は，準備して
いたアルミ食器で３人（整調ペアと舵手）が水を掻い出し，６人で漕ぎ続けた． 結果，慶応は途
中で沈，早稲田は６人漕ぎで完漕，勝利した．
早稲田は｢艇を沈めず目
的地に着けること｣に，慶
応は｢全員が最後までオ
ールを休めず漕ぎぬくこ
と｣に，夫々の競漕哲学
を貫いたのだった．

岩田茂君（１９５７年生まれ）は，稚内高校から優秀な
成績で北海道大学医学部に進学し，ボートを始めた．
２年目の春，骨肉腫のため左脚を切断，その後も闘病
生活を続けたが，１年後の１９７８年に亡くなった． お
葬式ではクルーがオールのアーチの中を出棺し，お
骨は茨戸に沈められた．
１９７９（昭和５４）年，遺族により，「石狩川惜春譜－さら
ば茨戸の湖（うみ）よ」が出版された． また１９８０（昭
和５５）年には，読売 TV でドラマ化（２時間）された．
インターネットより図書の表紙の画像

この話は，１９６１～１９７
０（昭和３６～４５）年に，
小学校の国語の教科書
（学校図書．６年上）に，
「あらしのボートレース」
として掲載され，「自分の
意見を述べ合う，民主的
討論の教材」となった．早慶レガッタ HP（www.the-regatta.com）／原版：朝日新聞社より
１９６８⇒２０１０

メキシコ五輪・同志社大エイトの里帰り

１９６８（昭和４３）年のメキシコ五輪（メキシコ市郊外のソチミルコ・コース）には，同志社大エイト
が，日本代表として参加した． このとき使われたのは“Ｗｉｌｄ Ｒｏｖｅｒ Ⅳ”（デルタ造船，１９６７
（昭和４２）年製）． その艇名は，同志社の創立者・新島襄が１８６４（元治元）年に国禁を犯して
日本を脱出，香港からボストンまで乗船した船に因む． 大会後，メキシコ漕艇界の要請で，艇
はメキシコ側に譲渡された．
２００８（平成２０）年，クルーの３名がソチミルコを訪ね，当時と同じ合同艇庫に，状態良く保存さ
れているＷＲⅣと再会，所有者のモントレー工科大学の厚意で，同志社大に変換されることと
なった． ＯＢ達が資金を出し合い，
２０１０（平成２２）年，半分に切断し
て日本に帰ってきた艇は，桑野造
船が再生・整備を担当，大丸・京都
店で開催された「新島襄と同志社
展」で展示され，その後，同志社艇
庫に天井展示されている．

１９７９－１９８２

東大の４連覇

参考：東京大学漕艇部百年史，他
１９７１（昭和４６）年，東京大学漕艇部は全日本のエイトで優勝したが，その後低落傾向をたど
る． しかし昭和５０年代になって，西浦義幸監督・須藤武幸コーチの新体制が始まり，淡青会
も組織的に支援，強化に取り組んだ． １９７７（昭和５２）年，全日本大学選手権にエイト優勝，
また１年を開け，１９７９（昭和５４）年から４年間，全日本選手権で優勝を続けた．
コンセプト２： カーボンオール，エルゴ，ビッグブレード
１９６０年代後半，ディック・ドライシガッカー（兄）は大学でアメフトの選手だったが，ボートにも熱
中，１９７２年にはミュンヘン五輪にも出場した． ピーター・ドライシガッカー（弟）が１９７３年に
大学院の設計工学を卒業したとき，ディックはスタンフォード大学漕艇部のコーチになっていた．
ピーターも兄の誘いでボートを始め，兄弟で楽しんだ．
そして１９７６年にはオールの開発に乗り出し，コンセプト２のカーボンオールとして世界中に普
及していき，木製オールの時代からカーボンオールの時代を拓いた．
また１９８１年には，冬の陸トレのために，自転車を裏返しチェーンを引っ張るスタイルのローイ
ングエルゴを試作した． それまでもローイングエルゴはあったが，非常に重いフライホイール
を用いていた． 新しいエルゴは，ファンをつけて空気抵抗を負荷とし軽くて安価なもので，初
代モデルＡはセンセーションを巻き起こした． さらに１９８６年には，フレーム，フライホイール，
モニタなどを本格的に設計してモデルＢをリリース，これが一気に世界標準のマシンとなった．
さらに，モデルＣは，その後のＤ，Ｅのベースともなるものとなった．
(コンセプト２・ウェブサイトより要約・加筆)

桑野造船に搬入された１９６７年製同志社大エイト 桑野ＨＰより
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１９８０

たった一人のオリンピック

山際淳司「たった一人のオリンピック」，毎日新聞 10-4-9 インサイドより 20220102 改訂

東京教育大（現筑波大）附属中高で，サッカーで鳴らした津田眞男（まさお）は，東大受験に失
敗，東海大に入学しマージャン漬けの生活を送っていた． しかし「五輪に出よう！」と思いたち，
層の薄い漕艇のシングルスカルに目をつけ，ザ・トール・キング・クラブ（=取る金）を登録し，ア
ルバイトで競技費用を稼ぎながら，５年半の練習，１９８０年の夏には驚異の連勝記録を作り代
表権を得た． しかし１９８０年，モスクワ五輪はソ連のアフガン侵攻で米欧諸国がボイコット，
日本も追従して出場辞退，幻のオリンピックとなった．
毎日新聞インサイドより要約：
「覚悟はできていたが，自分の努力とは関係ないところでち
ょっかいを出されたことが許せなかった． その後は過去にふたをして生きていくしかなかった」
と． 一度遠ざかったが，１９９１年に体力づくりのため再開，９２～９４年に国体に３連続出場，
「青春をかけたボートをやっと受け入れられるようになった」と． ２０１０年，ＪＯＣが「五輪金メダ
ル数世界３位の目標のため，国策的な支援と予算確保を訴えた． しかし津田は，「スポーツ界
が安易に国に頼ることの危うさ」を指摘した． モスクワ五輪でＪＯＣは，文部省から補助金カッ
トをちらつかされ不参加を決めたからだ． 独立独歩の津田は，「メダルが取れないのは支援
が足りないからでなく，レベルが届かなかっただけ． カネを与えても限界がある」と指摘した．
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シルケン・ローマン
カナダのトップスカラー，シルケン・ローマン（Silken Laumann 女性）は，カナダ・スポーツ界の中
でも，最も有名な選手の一人である．
１９９２年，ドイツのレガッタで練習中，なしペアに衝突され，大腿部にバウが突き刺さり，骨折と
筋を損傷する重傷を負った． しかし，１０日おきの５度の手術を経て，事故から１０週間後，バ
ルセロナ五輪・女子シングルスカルで銅メダルを獲得した． さらに１９９６年，アトランタ五輪で
は銀メダルに輝いた．
１９８８-

"漕衣"工夫のシンプリー・オーサム

１９８８年，マーチン・エリオットは，まともなロウイング・ウェアがないことにウンザリしていたが，
地方の小さな服屋さんに目をつけ，自分でデザインしたロウイング・スーツを，所属のマーカン
タイルＲＣのために作りはじめた． すぐにオーストラリア中から注文が来るようになり，１９８９
年にはナショナル・チームにも供給を開始した． 商標の「シンプリー・オーサム」（Simply
Oarsome）を１９９０年に登記し，急速に需要を伸ばし，ロウイング・アパレルとしての品質も評価
され，今では２０カ国以上に輸出するまでになった． 今もマーチン・エリオットは，オーナーとし
て，またデザインや製造全般に携わりながらジーロング漕艇コースの近く，バーウォン川に面
したレンガ造りのビルで操業している．

コルベ VS カルピネン
編集中

オーサム・フォーサム

可動リガー革命

オーストラリアのなしフォアは，１９９０年と１９９１年に世界選手権で優勝，１９９２年のバルセロ
ナ五輪，１９９６年のアトランタ五輪にも優勝． その奇妙なクルー=艇名，「オーサム・フォーサ
ム（Oarsome Foursome）」は不動のものとなった． 「awesome」（荘厳な，すばらしい）にかけた
造語で，「すばらしき４人組」といった訳だ． マッケイの統率力は高く評価され，閉会式ではオ
ーストラリアの旗手を務めた． １９９８年にはつきフォアで，世界選手権でも優勝した． その後，
マッケイはエイトに戻ってシドニー五輪を目指し，銀メダルを獲得した． マッケイは，その後も
多方面で活躍，オーストラリアで最も成功したオアズマンとなった． オーサム・フォーサムは９
０年代のオーストラリアの国民的ヒーロ
ー と な っ た ． ９ ８ 年 に は 「 Simply
oarsome: the oarsome foursome story」が
出版された．

１９９０－１９９８
20220102 改訂

シートを固定，リガー＋ストレッチャーを動かす「スライディング・リガー艇」がある． 体重移動
が少なく，艇速変動とピッチングを大幅に低減でき，艇速が向上する． 滑席艇とほぼ同時期
か若干早い時期の発明で，１８７８年のいマイケル・デービス，１８８３年のウィリアム・J・ジェー
ムズらの特許記録がある． しかし可動リガーの実現にはまだ適切な素材・工法がなく，机上
のアイデアに過ぎなかった． １９２０～７０年代に可動リガー実現の模索が続き，ついに１９８０
年，フォルカー・ノルテがエンパッハとともに実用化に漕ぎつけた． １９８１年，ピーター・Ｍ・コ
ルベが，ルツェルン国際レガッタで新記
録で優勝，さらにミュンヘンでの世界選手
権も同艇で優勝した． １９８２年，ルツェ
ルンでの世界選手権では，１×決勝の全
６艇が可動リガー艇となり，世界ジュニア
選手権でも可動リガー艇が登場した． し
かしＦＩＳＡは１９８４年大会から，高価で経
済的に不公平になると．禁止した．
エンパッハ・可動リガー１×． エンパッハ社ロビー展示（２０１７年撮影）．

日本では１９８２年に，小沢（太田川ＢＣ）が可動リガー艇を試作，日本史上現在のところ，最初
で最後の可動リガー艇である．
15

（インターネット検索画像より抽出）

１９９６－

がんばっていきまっしょい

１９９６年，敷村良子の自伝的小説「がんばっていきましょい」が出版された． 愛媛県・松山東
高を舞台にした女子ボート部女子部員の青春物語は，当初ボート関係者だけで読まれていた
が，そのうち評判になり，１９９８年には新人・田中麗奈を起用して映画化，邦画としてはめずら
しくヒットとなった． その後２００５年にはつきクォドに代え，ＴＶでも放映された．
16

知っておきたいロウイングエピソード５０選

17/19

レドグレーブ：英国最高のオリンピック選手
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グレゴリー・ペック，ローマの休日に艇庫！
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参考・引用：共同通信社「シドニー日記」９月２４日，「五輪選手はみな平等／王者の気骨に触れる」 0330102

20220102 改訂

改訂

グレゴリー・ペック（Gregory Peck，１９１６-２００３）は，２０世紀を代表する米国の名優．幼少の
頃に両親が離婚，父と祖母に育てられ，腕白な少年時代を過ごす． 父の希望でカリフォルニ
ア州立大・バークレイ校（医学部）に進学． しかし家計を助けるため中退し石油会社で働く．
しかし復学して薬学を専攻．大学ではボートを漕ぎ，選手として活躍した． しかし脊髄を痛め，
部活を断念，スポーツへの夢破れた後，演劇に惹かれて演劇部に． 俳優を志し，卒業後，ニ
ューヨークに移り，アルバイトをしながら本格的に演技を学んだ． １９４２年，ブロードウェイに
デビュー，１９４４年には映画デビューを果たした． 脊髄の障害による兵役免除で，戦時中の
男優不足の折，引っ張りだこ，揺ぎ無いスターとなった． オードリー・ヘップバーンとの「ローマ
の休日」（１９５３）はあまりにも有名． 他に「白鯨」（１９５６）など多数．

news.kyodo.co.jp/kikaku/sydney/diary/diary24.html

英国の漕手，スティーブ・レドグレーブ（Steve Redgrave,1962- ）は，１９８４年のロサンゼルス
五輪以来，連続５個の金メダルを獲得した． 英国では今世紀最高のオリンピック選手と称えら
れ，誰もが知る． しかし，シドニーまでの４年間，彼のトレーニングは，同時に糖尿病との戦い
でもあった． 医師でもある夫人との二人三脚で勝ち取った栄光だった． シドニー五輪（２０００
年）での優勝記者会見で，レッドグレーブは興味深いコメントを残す．

「競技を終えたら，レースに出た選手全員と互いに健闘をたたえ合いたい． 僕らはマスメディ
アに話をするために競技しているのではない」．
国際大会での観覧席前の立派な表彰ステージでの入賞者の表彰と，敗者に対するメディアの
扱いの，落差についての苦言だった． スポーツの商業化と共に，メディアに引きずられがちな
大会運営に釘を刺した． レースの前・後，勝者も敗者も関係なく，平等・公平な運営がなされ，
スポーツマンシップが健全に維持される環境を維持するために，レドグレーブのコメントは，
（特にレガッタマネジメントへの）警句として，永く胸に刻み続けるべきだろう．（インターネット画像

ところで，「ローマの休日」には，艇庫が登場する． ほんの一瞬だが，終盤． 乱闘の後，２人
が艇庫の中を駆け抜けて逃げる． ボートラックには猫がいる！

より）

１９７７－

ケンブリッジで漕いだ俳優

英国のヒュー・ローリー（Hugh Laurie，1959-）は，パブリック・スクールの名門イートン校で漕ぎ，
１９７７年にはつきペアで，世界ジュニアの４位に入賞した． １９７８年にケンブリッジ大学に進
み，１９８０年のオックスフォード対抗戦では４番を漕ぎ，キャンバス差で負けたがデッドヒートを
演じた． 在学中にエマ・トンプソンらとともに「ケンブリッジ・フットライツ」（１８８３年に設立され
た同大の有名なコメディー・サークル）にも所属． 卒業後も多くのコメディ番組に出演，コメディ
「ブラックアダー」などで俳優として活躍していく． 映画には，「プレン
ティ」（１９８５）でデビュー． 出演作品は，「ピーターズ・フレンズ」，「い
つか晴れた日に」，「１０１」，「スチュアート・リトル」，「スチュアート・リト
ル２」，米国・フォックスＴＶの「ハウス」など． ちなみに「ハウス」は，プ
リンストン病院で撮影され，オープニングでエイトが映っている（らし
い）． 作家としても活躍し，スリラー小説「The Gun Seller」はベストセラ
ーとか．

映画「ローマの休日（Roman Holiday）」（１９５３）より．

apx.１９５７

ホーキング，宇宙を漕ぐ

20220102 改訂
「スティーブン・ホーキング－天才科学者の光と影－」早川書房，他

彼の父，ラン・ローリーもまた，ケンブリッジで漕ぎ，多くのレースで優
勝，１９４８年のロンドン五輪のダブルスカルで金メダルをとり，名門ク
ラブ，リアンダーの会長等も努めた人物である．
（画像：インターネットより）

英国のスティーブン・ホーキング（Stephen William Hawking，1942-2018）は，アインシュタイン以
来とも評される著名な理論物理学者である． ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）のため車椅子と人
工音声装置で話し，一般向けの「ホーキング，宇宙を語る」がベストセラーとなった． 子供の頃，
運動は不得手だったが，１９５７年に１７歳でオックスフォード大に進学，ユニバーシティ・カレッ
ジのボート部でエイトの舵手を務めた． コックスとして充分有能だったが，対抗クルーには興
味を示さず，セカンドクルーに身を置いた．
１９６２年にケンブリッジ大学・大学院に移籍後，ＡＬＳであることがわかった． 大変なショックだ

17

18

知っておきたいロウイングエピソード５０選

19/19

Rowing Booklet A5-12

ったが，白血病の少年との出会い，いくつかの啓示的な夢の体験から，健康な頃以上に，生き
ることを楽しめるようになり，研究でも成果をみせ始め，ブラックホールの蒸発理論（ホーキン
グ輻射）など，次々と重要な論文を発表し，１９７９年にはケンブリッジ大学の教授に就任した．

Hear The Boat Sing より

収録計画中
ローゼンバーグとコニーベア／ イワノフ／堀内浩太郎／飛び込んで無しフォア／ 栄光と狂
気／ タイタニックとナラガンセット
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