
南極点単独徒歩到達への第一歩

カナダ北極圏500km単独徒歩行

報告書
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計画概要

お世話になっております。夢を追う男™の阿部雅龍です。
2014年春はカナダ北極圏を単独で500km歩いて参りました。これは2017年末に実行予定の日本人初

の南極探検家・白瀬中尉の足跡を伸ばす南極点単独徒歩到達の5カ年計画第1弾です。
22歳から30歳までの冒険は敢えて全て自己資金で行ってきましたが、今年度の冒険行は個人・法人

様の協賛支援により実行いたしました。

特に個人協賛はクラウドファンディング「READY FOR?」を利用し、32日間で約280万円の資金援
助を獲得しました。クラウドファンディングで冒険資金を集める例としては、おそらく日本最初のプ

ロジェクト成功例です。

この度の冒険は、冒険前後はSNSで冒険中はTwitterで現地から冒険をリアルタイムで配信・共有い
たしました。

来年度春は南極への第2弾としてカナダ北極圏を1,000km単独で歩く予定です。
今回よりも難易度を上げ距離を伸ばし、南極への布石に致します。

次なる冒険で更なる冒険の配信・共有、メディアへの露出を図りたいと思っております。

今後とも何卒皆様の協力宜しくお願いします。

プロフィール

夢を追う男™ 阿部雅龍

1982年生 180cm 68kg
秋田県出身 国立秋田大学卒業

著書『次の夢への一歩』角川書店

秋田大学在校中から冒険活動を始め、講演会・執筆・メディア・SNSなどで冒険の様子を発信・共有
し『夢を追う素晴らしさ』を共有するために活動中。冒険を通して誰もが夢を自由に描け、笑顔にな

れる未来を目指す。

2017年に同じ秋田県出身の白瀬矗中尉の足跡を辿り単独徒歩での南極点到達が現在の冒険目標。
信条はKeep Dreaming, Keep Smiling。夢を見る事、笑顔でいる事が全ての可能性を現実にする。
人力での冒険距離20,000km以上。実行講演会数100回以上延べ3万人以上。



3

2014年カナダ北極圏ルート

冒険日程

カナダ北極圏単独徒歩500km32日間 クライドリバー→ポンドインレット

2月 28日 成田空港から日本出国→カナダ・トロント→オタワ

3月 3日 オタワにて追加装備購入。イカルイットへフライト

3月 3日～19日日 イカルイットで現地トレーニング・食料調達

3月 20日 クライドリバーへフライト

3月 21日～4月 22日 徒歩終了 ポンドインレットに到着。

4月 23日～27日 イカルイット経由で日本へフライト。

4月 28日 成田空港に帰港 日本帰国

北米大陸俯瞰地図

黒丸 冒険範囲

    島地図    

黒丸     準州都      
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2014年カナダ北極圏収支報告
収支

収入 単位(円)下三桁切捨 備考

クラウドファンディング

READYFOR?による個人協賛
2,799,300

READYFOR?システム利用費・決済費 -430,769

READYFOR?協賛者へのリターン -362,700 書籍・手紙・絵葉書購入、郵送費など

計 2,005,600

支出

航空券購入費 516,700

航空券合計金額

往路：日本トロントオタワイカルイット

クライドリバー

復路：ポンドインレットイカルイットオタワ

トロント日本

荷物超過費 60,000 飛行機での荷物超過

装備品購入費 820,000 イリジウム衛星携帯電話購入費含む

保険代 155,000 特別運動割増

宿泊費 210,000 オタワ・イカルイットでの宿泊費

通信費 100,000 イリジウム衛星携帯電話通話・通信費

食費 120,000 徒歩行32日分食費含む

人件費 20,000
READYFOR?事務作業手伝い、日本での連絡サポ

ート

交通費 57,000 日本国内で装備品回収移動費

雑費 50,000 備品購入など

計 2,108,700 ※装備品提供の金額は除く

収支合計 -103,100
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2015年カナダ北極圏1,000km冒険予算・ルート

予定日程・支出概算

2月中旬 日本出国 オタワ経由でヌナブト準州イカルイットへ

2月下旬 イカルイットで現地トレーニング・食料調達

3月上旬 レゾリュートで現地トレーニング

3月中旬 徒歩行スタート

4月中旬 500km先のグリスフィヨルド到着 復路へ

5月上旬 レゾリュート到着

5月中旬 日本帰国

支出 単位(円)下三桁切捨 備考

航空券購入費 700,000
日本トロントオタワイカルイット

レゾリュート往復

荷物超過費 100,000 飛行機での荷物超過

装備品購入費 1,500,000 キャンプ用品・ソリ・スキー購入など

保険代 250,000 特別運動割増

宿泊費 300,000 オタワ・イカルイット・レゾリュートでの宿泊費

通信費 200,000 イリジウム衛星携帯電話通話・通信費

食費 200,000 徒歩行60日分食費含む

雑費・予備費 300,000

合計 3,570,000

北米大陸俯瞰地図

黒丸 冒険範囲

徒歩行   1,000km
               往復



6

北極圏冒険の様子

食料調達 高    食品 中心

80kg    引  歩 

成田空港  出国

            

-30  全  凍 付 食事 1日5000kcal 摂取  

             

連絡 衛星携帯電話 

32日間          到着 支援者様達 名前入  旗 

共 
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新聞・雑誌寄稿例

その他、NHKラジオ（全国）・秋田県内ラジオへの複数出演がある。
また今回の冒険を終えた事で、新聞取材・雑誌特集の予定あり。

2014年 1月 25日
共同通信社取材

河北新報  全国各紙掲載

2014年 5月 12日
秋田    新報社

2014年 3月
  出版社      

冒険現地  寄稿

2013年 9月
  出版社      

極地冒険  取材
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協賛企業・団体一覧（順不同敬称略）

 株式会社 finetrack          提供 開発

 株式会社               鍋   提供

 NPO法人 TRAINER'S BANK 鍼灸 中心   身体   

    株式会社    等 提供

 株式会社               等 開発 提供

 株式会社           BLACK FLYS            提供
         株式会社 時計        提供

      株式会社 GPS         無料    
     株式会社     魔法   提供

全  協賛企業様    同 大      貼 付 冒険致     

今後 今回 写真 映像   継続       使   事 予想     

国立秋田大学学生  共同研究

冒険       

岩手県盛岡市在住             

  TAKA              個性
 認 合   障害   個性 思  未来 

願              無限龍 人間

 無限 可能性    提示     

TAKA(松嶺貴幸) 1985年生   16歳    
         志  転倒事故   頸椎

 骨折 脊髄 損傷 四肢麻痺 両手両足 動

          後          

       活動 始   

一般社団法人         代表

http://takayuki-m.com/

現役学生  共同研究 冒険 伝統 教育 結   

        

http://www.mono.akita-u.ac.jp/act_sub02.html
学生達 主催   鍛冶屋       日本 伝統

技術 学  新  物    活動   共同  冒

険 使     製作   今回     使 軽量

化   頑丈  最重要課題    南極 向  学

生   年 改良 重    予定 


