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イ　ン　ド　ＡＳＩＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹ    ＢＩＫＥ　ＴＯＵＲＩＮＧ　´９６　７月３１日～９月１２日

［趣旨］
　１９５９年、国連の提唱により計画された、中国－ベトナム国境より、イラン－トルコ国境までの１万キロ
を結ぶＡＳＩＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹ。ＢＩＫＥでの国境越えをするべく、ＡＳＩＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹの主要
ルートであるＡ１ル－トで、インド－パキスタン間を越える。
　また、同時期、同場所において、日本テレビ『進め！電波少年』の中で、『猿岩石：ユ－ラシア大陸横断ヒッ
チハイク』を実施中のため、彼等にヒッチハイクされよう！という試みもあった。

［目的］

冒険野郎になる！。

［期間］

７月３１日～９月１２日

［隊員］

・後藤　圭

・仲丸　潤

・小島　基史

［参考文献］

「アジアンハイウェイ」（参経新聞社）

「アジアンハイウェイ．２，３」（ＮＨＫ出版）

「２５０ｃｃバイク、インドシナ半島一周」（加曽利　隆）

「５０ｃｃバイク、世界一周」（加曽利　隆）

猿岩石にヒッチハイクされようぜ！
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　＜プロロ－グ＞

　リバベンも終わったいつも通り

の部室。夏の活動どうすんべか？

どうするよ～。・・えっ、あんた誰。

いやっ　まじでどうしよう～。っ

と仲丸さん登場。コズ、アジアハイ

ウェイは？あっ　それいいですね

～とノリ一発で、Ｏ．Ｋです。

でっ？えっ？なんすかそれ？

えっ？こんなのでいいのかな～。

いや　駄目だろう・・・。・・・そ

の後、圭さん加入・・・何度かの計

画会議＋酒・・・インドならバイク

安いべ・インドに決定～・猿岩石に

ヒッチされるべ・・・明日、出発で

すよね～・・・プルルル－えっ仲丸

さんいないよ～・えっ圭さん、いか

ない？・・・

　ついに当日、昨夜はほとんど寝

ていないのに目覚めは良い。裸人

こと、堀内が見送りのため我が家

にくる。何やら分からぬ東急ハン

ズの袋を持って。朝の７時である。

そして、横浜駅で圭さんと合流。そ

の時、堀内から２枚の長い紙を渡

される。そこで、インド．パキスタ

ンの極秘情報が明かされる。「注意

喚起」、「渡航自粛勧告」などの文字

の下には、デリ－で爆弾テロ・・・、

パンジャブ州・・・。・・・・・うっ

そ－まじかよ－・・・・・・・東京

駅に着き、仲丸さんともう一人の

見送り人の宮本と合流。

・・・千葉駅で、餞別の入った東急

ハンズの袋を貰い、堀内と別れる。

「絶対中身を見るな」と言い残し

て・・・成田駅で、水タンクを借り、

宮本と別れる。・・・成田空港到

着・・・機内に登場する際の荷物検

査で、中身不明の東急ハンズの袋

が引掛かる。調べによると中身は、

テンプラ鍋だろうと言う事だ。無

念。堀内、中身はバレタ。・・・か

くして、ＡＳＩＡＮ　ＨＩＧＨＷ

ＡＹ隊は旅立った・・・・

［日程］
７／３１
・出発（ＡＩ３０５．ｐｍ１２：２０）
・到着　ＤＥＬＨＩ→デリ－市内のホテル
８／１～７
・免許取得作戦→失敗
・現地情勢調査
・パキスタンヴィザ取得　　　　
・市内観光→列車→アムリトサル
８～１５
・バイク購入　→許可証取得
・国境偵察　→猿岩石の状況を確認　ｉｎアタ－リ－→国境越え断念
インド国内バイクツ－リング開始　ｔｏ　ジャイサルメ－ル
８／１６～１８　・ダラムシャ－ラ
　　１９～２１　・アムリトサル
　　２２　　　　・ムクサル（ホテル泊）
　　２３　　　　・ガンガナガ－→（野宿）
　　２４～２６　・ビ－カ－ネル（ホテル泊）
　　２７　　　　・ポカラ－ン（野宿）
　　２８　　　　・ジャイサルメ－ル
　　２９～９／９・自由行動
９／１１　　　　・帰国（ＡＩ３０４．ｐｍ２２：００）
　　１２　　　　・到着

［予算］
・航空券（ＤＥＬＨＩ　ｉｎ＆ｏｕｔ）　　　　９２０００円
・ＢＩＫＥ（現地購入）　　　　　　　　　　　２７０００円
・ガソリン（９０円／ｌ）　　　　　　　　　　１００８０円
・生活費（１０００円／日）　　　　　　　　　４４０００円
・ＢＩＫＥ．雑費（修理．工具ｅｔｃ．．．）　　７５００円
　　　　　　　　　　　　　　　一人あたり　１８００５０円

ＧＯ　ＴＯ　ＩＮＤＩＡ！

ＧＥＴ　ＴＨＥ　ＧＲＯＬＹ！
・
・
・
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夏の活動どうすんべか？・・えっ、あんた誰。まじでど
うしよう～。アジアハイウェイは？あっ　それいいです
ね～でっ？えっ？なんすかそれ？駄目だろう・・・。

出発免許取得作戦失敗パキスタンヴィザ許可証取得猿岩
石の状況ガソリン（９０円／ｌ）１００８０円ダラム
シャ－ラジャイサルメ－ル一人あたり１８００５０円

みなさ～ん、知ってます？

インドのバイクって走行

中に後輪取れるんだぜ！
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　出発。（左）仲丸潤（中）小島基史（右）後藤圭

今も、
ラクダたちが、
砂漠の果てから、
ゆっくりとやってくる．
ターバンを巻いた、
誇り高いラージプートの男たちを乗せて．
古代都市ジャイサルメールは、
時空を超えてめを醒ました・・・

　　　　　　　　　
そして、果てしない地平線の向こうには・・・

サム砂丘、もう病気だね。
医師の診断は、不知の病です

らくだに乗りたかったんじゃないですか～うき～

そして、果てしない
地平線の向こうには・・・
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［デリ－；到着～準備］

・Ｉｎｄｉｒａ　Ｇａｎｄｈｉ空

港に着いた我々は、両替を済ませ

空港ビヴァ－クでいいやと思って

いたところ、圭さんの一言で市内

の貧乏旅行者御用達のパハ－ル・

ガンジ－の安宿街へ。さすが、イン

ド２回目、そして４年生ですね．．．

くたくたで辿り着いたデリ－駅で

目にした光景は、まさしくインド。

何とも形容し難い独特の熱気

が・・・。そして深夜と言う事もあ

り、駅前の代理店を通じてホテル

ヘ・・・そして安眠・・ｚｚｚ・・

おやすみなさい・・・！！！っとい

うわけにはいかず、ホテルまで

送ってやると言う２人ぐみにあい、

「ＮＯ　ＭＯＮＥＹ？」と、聞くと

「ＹＥＳ」というのでのってホテル

までのっていくと、部屋まで着い

てきて「金をくれ」という。

果て？こいつは何をいってやがる

んだ？と思っていると、タクシ－

はＮＯ　ＭＯＮＥＹだが俺のチャ

－ジが掛かるといっている。出

た！初日からだ！こっちも３人な

ので約１時間の格闘のすえ追い払

う。さすがインド、されどインド。

そして熟睡・・・ｚｚｚ・・・。

　１日休み、次の日から行動開始。

バイクでパキスタン国境を越える

という目的のため、パキスタンの

ビザを取りに行く。が、パキスタン

ビザを取るのは日本大使館のＥＮ

ＢＡＳＳＹ　ＬＥＴＴＥＲという

のが必要なため、日本大使館へ。そ

してパキスタンビザを取得する。

そして日本大使館で国境付近の状

況、インドでバイクに乗るための

許可を確認する。インドの免許が

欲しいと思った我々は、大使館で

聞いた役所に行くも、インドに３

０日以上（？）住んでいないと駄目

とか。最後の望みの外国人用へ行

くが結局駄目だった。結局、ＪＡＰ

ＡＮＥＡＳＥ　ＬＩＳＥＮＣＥの

みで行こう！ということに。さて

バイクだが、パキに行くのにデリ

－でバイクを買ったらパキスタン

－アフガニスタン国境のカイバル

峠まで行くのが時間的に困難であ

り、デリ－は交通量が多く、初めて

乗るのは危険と考えパキスタンに

近いシィ－ク教（頭にタ－バンを

まいているインド人っぽい風体）

の聖地であるアムリトサルへ。３

等車輌のＳＬＥＥＰＥＲに乗っ

て・・・。

［アムリトサル；目的変更

　　　　　　　　　～バイク購入］

・デリ－に比べると、だいぶ落ち着

いた町である。規模も全然小さい。

そして地球の歩き方にのっている

Ｔｏｕｒｉｓｔ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈ

ｏｕｓｅへ。そして、まず宿の親父

に、バイクで国境を越えたいこと

と、バイクが３台欲しいことを告

げる。バイクは買うことができる

が国境越えは無理との事。関税の

関係で無理みたいだ。もちろん、こ

こで諦めるわけもなく、バイク捜

しもままならぬまま国境偵察をす

ることに。バイクで越えられない

可能性があるため、荷物を全部

もっって国境の町アタ－リ－へ。

初めての国境。思ったよりという

か全然緊迫した様子はない。Ｆｒ

ｉｅｎｄｌｙな役人たち。越えら

れるかを聞いてもはっきり答えて

くれない。上官がくるのを待てと

の事。さ～て、のんびり待つか～っ

と、一冊のノ－トが目に入っ

た・・・・・。

国境通過者ノ－ト。あっ！これ

だ！これに猿岩石の２人の名前が

載っているかも？ペ－ジをめくる

と・・・やっぱり！載っているでは

ないか、有吉、森脇とカメラマン１

人の名前が・・・。日付を見ると２

週間ぐらい前に通過しているでは

ないか。今は、もうイランか？これ

じゃ追い付けない。断念・・・。そ

うこうしているうちに、上官がき

た。目茶苦茶陽気なやつだ。目的を

告げると、国境越えはＯ．Ｋ、しか

も、バイクのほうも店を紹介して

やるという。タクシ－で、親父の分

まで金を払い、アムリトサルまで

かえる。しかし、バイク屋に行くも

値段が折り合わずに、買えない。し

かも、不安なので再度、国境越えに

ついて確認すると、今度は行けな

いと言い出す。どっちなんだ

～っ！が本当に行けないらしい。

どうしよう。断念か。悔いは残るも

のの、ここで、国境越えは断念する

ことに。そして、バイクを買ってた

だツ－リングするのも、というこ

とでインド国内で目的地を決めツ

－リングすることに。そして、イン

ド最大の観光地の一つである、ヒ

ンズ－教の聖地；ヴァラナシに行

くことに。そして、いよいよ次はバ

イク購入。宿屋の親父に相談しな

がら自分の足で捜す。Ｇ．Ｈの近く

にあった、バイク屋にいき、中古の

３台のバイク（ＢＡＪＡＪＩ）に目

を付ける。早速交渉開始。値段を聞

くと、まあ妥当な値段だろう。宿に

戻り親父に聞いてみると「Ｎｏ　

Ｐｒｏｂｌｅｍ」と言う事だ。さ

あ、買うかとバイク屋に行ったら、

売らないと言い出す。ｗｈａｔ？

宿に戻り親父に愚痴をこぼすと、

オレがいってやると言う事に。そ

して親父はバイク屋に話しをつけ

てきてくれた。銀行で両替をして

ＣＡＳＨで、ついに・・・ＢＡＪＡ

ＪＩを購入！！！。（店員が、辞書

のような厚さの金を数えているの

は笑えた）。バイクを、ヴァラナシ

で売れる許可証ができるのに２、

３日かかり、その間に、ガソリンタ

ンクや荷物バンドなどを買う・・・

準備Ｏ．Ｋ。やっと行けるよ～・・・

１５日間も掛かったよ。そして、ま

ず慣らし運転をかねて、チベット

仏教の活仏：ダライ・ラマ１４世が

住 む 、 ダ ラ ム シ ャ － ラ

へ・・・・・・・・・・ｔｏ　ヴァ

ラナシ？

「ツ－リング開始：ダラムシャ－ラ

→アムリトサル→ムクサル→ガン

ガナガ－→ビ－カネル→ポカラ－

ン→ジャイサルメ－ル」

準備万全で宿を出て、ツ－リング

開始！！っがサイフとパスポ－ト

を宿に忘れた小島。小沢健二のよ

うには行かず、取りに帰る。運よく

発見。今度こそ準備万全でのＳＴ

ＡＲＴ！道はＡ１５ル－トを使い、

日本から持参のＧｅｏ　Ｃｅｎｔ

ｅｒの地図で、その日の目的地ま

での小さい町をチェクしながら進

む。それにしてもインドの交通状

況は！アジアではタイのバンコク

というが、インドでも十分。都市で

はリクシャ－．サイクルリクシャ

－．バイクなどが、スペ－スがあれ

ば突っ込んでくる。都市を離れる

と、大型バス・トラックが物凄いス

ピ－ドで走ってくる。おいっ牛が

寝てるよ！道はといえば、Ｎａｔ

ｉｏｎａｌ　Ｈｉｇｈｗａｙとい

いつつ、穴だらけで凸凹道の連続。

極め付きは我らがバイク；ＢＡＪ

ＡＪＩである。おいっ頼むよ～と

いう感じである。なにしろすぐ誰

「ＮＯ　ＭＯＮＥＹ？」と、聞く。金をくれという。こ
いつは何をいってやがるんだ？出た！初日からだ！全然
緊迫した様子はっきり答えてくれない。あっ！これだ！

今度は行けないと言い出す。売らないと言い出す。辞書
のような厚さの金、小沢健二のようには行かず、があれ
ば突っ込んでくる。おいっ牛が寝てるよ！おいっ頼むよ

Ｉｎｄｉｒａ　Ｇａｎｄｈｉ　
空港にて、宿は？

Ｂ
Ａ
Ｊ
Ａ
Ｊ
Ｉ
購
入
！
そ
れ
に
し
て
も

こ
の
札
束
は
！

丸で囲んだところに猿岩石の名が。
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かのＢＡＪＡＪＩが何処かしら故

障するのである。休憩で止まるた

びに動かなくなったり、走ってい

る最中にエンストしたり。これが

日本のバイクだったら・・・っとお

もうがＢＡＪＡＪＩだからおもし

ろいのだ！でも・・・・という感じ

の道中。初日は深夜にダラムシャ

－ラに着く。途中、雨に降られる

は、ライトはつかなくなるはでも

うボロボロ・・・ｎａｔｕｒａｌ　

ｈｉｇｈ状態。ここダラムシャ－

ラは、チベット仏教の聖地。日本人

と近いモンゴロイドを見ると、や

はり落ち着く。食事もカレ－には

飽き始めた僕らには、うれしいモ

モとトゥクパ。背後にはヒマラヤ

の峰が・・・。そして、心身共にリ

ラックスした僕らは、途中、警官に

止められるがなんとか切り抜け、

アムリトサルへ戻る。ここで、砂漠

に行きたいということで目的地を、

ヴァラナシからジャイサルメ－ル

へ変更。ここから先はガイドブッ

クにも載ってないところ。インド

で手に入れた地図で、ホテルのあ

る町をチェックする。初日はムク

サル。次の目的地、ガンガナガ－。

州もパンジャブ州からラジャスタ

－ン州へ。このあたりから、砂漠色

がで始める。この日は野宿。星空が

綺麗です・・・。ロ－ルマットの横

ではフンコロガシが・・・。この日

は、シャワ－をあびたいそうで何

がなんでもホテルのある、ビ－カ

－ネルへ。途中、砂漠色が濃くなり

陽射しも強くなっていく中、ハプ

ニング！！仲丸さんのＢＡＪＡＪ

Ｉの後輪が外れた！来ないな～と

思って後ろを見ると、バイクがよ

ろよろしたと思ったと同時に後輪

がころがってくる。スピ－ドが遅

かったせいもあり、転倒もせず、怪

我が無かったのが幸いだ。しかし、

普通、後輪取れね－ぞ。でも、笑え

るね！故障するといつもは、通り

掛かりのインド人か近くのバイク

屋を捜すのだが、両方無い。目的地

のビ－カ－ネルまで部品を買いに

行く。自分のバイクもいつ動かな

くなるか分からない状況の中、圭

さん１人で。無事帰ってきて、部品

を取り付ける。気を取り直して出

発。プスン、プスン、また止まる。

今回はどう仕様もない。ここで野

宿か？でも、シャワ－があびたい

らしい。バイク１台残して、２人乗

りでビ－カ－ネルへ。またもや深

夜に到着。警官に止められる。また

もや切り抜ける。２日間の休養。バ

イクも完ぺき！？砂漠対策用のイ

ンド風タ－バンをＧＥＴ！！ＬＡ

ＳＴ　ＳＰＡＲＴ！砂漠地帯に

入ってから、ラクダや羊が増えて

きた。あついっ、が乾燥している。

水分補給。そしてポカラ－ンへ。宿

があったが、値段が折り合わず、町

から少し離れたところで野宿。最

終日。ついに、最終目的地ジャイサ

ルメ－ルへ。今日ぐらいは故障な

しでいこうぜ！がそんなにあまく

ない。ポカラ－ンから３０Ｋｍほ

ど進んだところで故障。２人でポ

カラ－ンまで戻る。往復６０Ｋｍ。

ＬＡＳＴ　ＲＵＮ！砂漠に、突然、

夕陽に染まった古代都市、ジャイ

サルメ－ルが見えてきた。ついに、

ついた。本当に、そこだけ突出した

ようにＣｉｔａｄｅｌが立ってい

る。まるで、タイムスリップしたか

のようだ。っと、感激に浸るまもな

く、インド人の総攻撃。「うちの宿

に泊まれ！」。１人につき２０人ぐ

らいに囲まれる。ここで、小島はキ

レタ・・・。しばらくの休養・・・

サム砂丘へ・・・バイクを売り、解

散・・・・・デリ－で・・・・・・・・

おつかれさまでした。　

『猿と対決ｉｎダラムシャ－ラ』

・８月１７日。前日、深夜にボロボ

ロで宿に到着した我々は、休養の

ため１日のんびりしていた。ふと、

窓の外を見ると、遠くに猿が見え

た。おっ猿いるよ－。野生の猿など

滅多に見ることのない我々は興味

を示した。猿も興味を示したよう

だ。カロリ－メイトを使っておび

き寄せることに成功。窓の外で、猿

達はカロリ－メイトをほうばって

いる。可愛いなあ－と思い写真を

バシバシ取っていた。すると、部屋

のドアの方から１匹のさるがは

いってきた。我々の部屋に食べ物

があるのを知っているのだ。が、

我々の姿を見ると逃げてしまっ

た。っと、油断したすきに窓際に

あったバナナが食べられている。

おもしろがって、からかっていた

ら油断したすきに部屋に入られて

しまった。そして、ついに敵はキバ

を剥いた。歯をむき出しにして

我々を見ている。部屋にいるのは、

僕と圭さんだけ。僕はトイレへ、そ

して逃げ遅れた圭さんは、ベット

で布団を被って避難。トイレのド

アから覗いて敵の動きを見ている

と、奴等は、僕の残りのカロリ－メ

イトを全部食べてしまった。「圭さ

ん、やばいっすよ！僕のベットの

うえにいます！」。「コエ～」。圭さ

んは、身動き一つ取れないもよう。

突然、猿が、威嚇攻撃を始めた。

ベットの縁に掴まり、おもいっき

り体を前後に振っている・・・。も

う駄目だ・・・。敵は去っていっ

た・・・。次の日、圭さんはまた猿

と戦っていた・・・。

『サム砂丘ａｎｄ天プラ』

・最終目的地であるジャイサルメ

－ルに着いた我々は、砂丘が見れ

るというジャイサルメ－ルから４

０Ｋｍほど離れたサムヘ。ザック

も宿に置き、ロ－ルマットと、ほん

の少しの荷物を持って。そして、故

障もなくサム砂丘へ。感動である。

初めて見る、砂丘・・・。今度は、

砂漠行だと胸が躍る。ここは、イン

ド人もくるほどの観光地、早速客

引き。もう、うんざり・・・・。Ｂ

型が多いというのもうなずける。

圭さんは、一足先に帰った。そし

て、ついに、堀内からの餞別を使う

ときがきた。別に、ピンチのわけで

もないが。題して、「砂丘でテンプ

ラ」。そのまんま・・・。テンプラ

をつくっているとどこからとも無

くやってくるインド人。ラクダに

乗ってきたり、チャリできたり。テ

ンプラが出来上がる。食材は、おく

ら、バナナなどで、味は塩味。旨

い・・・。久し振りの日本食。さて、

インド人の評判はというと、「Ｎｏ

Ｇｏｏｄ」。どこからともなく、笛

を持ったおっさんがやってきた。

僕らの前で演奏をしてくれる。砂

漠にインド音楽、もう最高！そし

て、ラストはラクダ乗りである。ｓ

ｕｎｓｅｔ　ｔｉｍｅに合わせて。

気分は、上々さ・・。

ｎａｔｕｒａｌ　ｈｉｇｈ状態。の横ではフンコロガシ
が・・・でも、笑えるね！通り掛かりのインド人、また
止まる。「うちの宿に泊まれ！」。１人につき２０人

小島はキレタ、おっ猿いるよ－。そして、ついに敵は。
やばいっすよ！「コエ～」。猿が、威嚇攻撃、もう駄目
だ・・・Ｂ型が多い、ラクダに乗って、気分は、上々さ・・。

うき～強猿

無理やり食わせる仲丸。
人の嫌がることはひかえましょう。
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『発病、そして入院』

・隊員、仲丸、小島の２名が、帰国日間近になり発病。そして、帰国後

２名とも入院。後藤は、帰国後発熱。

・仲丸；赤痢のため２週間、隔離病棟へ。サラダが原因か？

・小島；栄養失調による急性肝炎のため１２日間、入院。

＜エピロ－グ＞

・今回の活動で真っ先にあげられるのは、準備不足であろう。国境通過

の際のカルネ、免許の事など、いろいろある。そして、唯一の後悔。「な

ぜ、バイクに乗って国境まで行かなかったのか」だ。精神的に疲れてい

たのか？当初の目的がほとんど成されていないのだ。良かった点もある。

インドという摩訶不思議な国の一片を、バイクという乗り物で垣間見る

ことができたこと。ヒマラヤ、砂漠も見たし、ラクダにも乗った。小人

数、故の難しさも知った。やはり、集団でのパワ－はつよい。

　活動するといつも思うことがある。ＡＤＶＥＮＴＵＲＥしたかな－で

ある。今回はできたであろうか？いや、まだいける。

さらなるドキドキを求めて
神奈川大学　１年　機械工学科

ＡＤＶＥＮＴＵＲＥＣＬＵＢ　２回生　　小島基史

『ＢＡＪＡＪＩ故障状況』
走行中

・エンスト　　　回数不明

・パンク　　　　３回

・マフラ－落下　２回

・脱輪　　　　　１回

・クラッチ切れ　１回

・ライト不備　　回数不明

・後シ－ト落下　２回（行方不明）

最初から

・前ブレ－キ

・メ－タ－類

“インドは強かった！”

おい！またかよ～いつもの故障風景。


