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心でっかちの旅 
今回のダカー

ルラリーは 9

日目にドクタ

ーストップで

リタイヤとな

ってしまいま

した。皆さん

の応援を背負

ってダカール

を目指していたのですがなん

ともあっけない結末に最初は

呆然としましたが今はまた次

のチャンスを目指してすでに

スタートを切っています。今回

は僕のダカールラリーの報告

をいたします。どんな物語があ

ったのか皆さんとシェアした

いと思っています。そして僕が

そこからどんなことを感じた

かという深い所までお話いた

します。こんなに深く話すのは

この場が初めてだと思います。

楽しく読んでくれたらうれし

いです。 

 

パリダカっ出ちゃった 
リタイヤしちゃったけど、やっ

ぱりパリダカに出て良かった。 

 

皆さんオフロードバイクの

聖地の１つ、パリダカに出場し

てきました。みんなの期待を受

けてダカールを目指しビクト

リーランを決めたい所だった

のですが残念ながら右手首を

骨折してしまい、ドクタースト

ップでリタイヤという結果に

なってしまいました。 

 

一番キツイと言われていた

ティシットまでの５８０ｋｍ

のステージでの事です。走り出

して直ぐに砂丘が現れました。 

『こんなに長いステージな

のにいきなり砂丘かよ。』 

アメリカのグラミスでのトレ

ーニングやＵＡＥデザートチ

ャレンジで砂丘を散々走って

いたのですがここの砂は本当

に細かく少しでも走る所を間

違えるとフロントから砂の中



Copyright©2006Auto Plaza Kame All Right Reserved 
 
 

3 

へ埋まってバイクはすぐにス

タックしてしまいます。 

僕も例外なく、もう何度も砂

丘の餌食になっていました。 

なんと言っても一番最初にス

タックした時が笑えます。 

僕はあまりにいきなりの事な

のでスパーマンのように自分

のバイクを飛び越し砂の上に

着地。後ろを振り返るとなんと

自分のバイクは倒れずに砂の

上に立ったままでした。埋まっ

てしまう所と埋まらない所の

違いが全く分からないのです。

と言っても何度も出ている人

達にはこの違いが分かるらし

いのです。 

その日のビバーク地で今回

で２５回も出場しているカミ

オン（トラック）の菅原さん親

子とお話をさせてもらいまし

た。『埋まる所と埋まらない所

は砂の色が違うから分かるで

しょ？』えっ。僕には全く分か

りませんが？？？分かってい

たらあんな事にはなりません。 

しかし今日の僕は違ってい

ました。なんと砂丘で一度も埋

まることなく走りきってしま

ったのです。僕にもまだ学習能

力が残っていたのでしょうか。 

『うひょ～！ウレシ～！』 

砂丘を過ぎると水が流れて

穴が所々に開いている硬い路

面の場所でした。時折強い風が

吹きつけハンドルをとられま

す。 

 

今回のパリダカは風が強い

日が多く、アフリカに渡ってき

て２日目には砂嵐の中スター

トその後砂嵐が止んだと思っ

たらなんと１０数年ぶりの季

節はずれの雨。まさか雨の中を

走る事になるなんて。さらに次

の日は一日中砂嵐の中を走り

ました。視界は２・３メートル。

ずっと一人ぼっちで走ってい

る感じです。右側から吹き続け

る風のためバイクはずっと左

に傾けたままの走行です。景色

がまったく分からないので方

位を慎重に見ながら距離の管

理も慎重に走りました。あまり

にも酷いので残りの１００ｋ

ｍがキャンセルになったほど

です。っていうか元々この嵐で

スタートになるとはやっぱパ

リダカはしびれますね。 

 

穴ぼこを慎重に乗り越えて

走っていたのですがこの突風
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にあおられ石にぶつかりなん

と穴に向かってまっしぐら慌

ててフロントをあげて前輪が

穴に落ちるのは免れたのです

がリヤタイヤがおもいっきり

引っかかり前転。その時にハン

ドル周りのＧＰＳ、コマ図ホル

ダーなどを胸で潰して息が出

来ません。うずくまっていると

後ろから来たライダーが止ま

ってくれて僕のバイクを起こ

してくれました。僕は息が出来

ずありがとうも言えません。大

丈夫か？と聞かれ首を縦に振

るのが精一杯でした。 

 

大きな転倒はこの時が初め

てでしたが、ハプニングは初日

から始まっていました。何しろ

一日目のＳＳ（競技区間）をス

タートして直ぐの所で目の前

のライダーが転倒しそのバイ

クに突っ込んじゃったんです。

幸いなんともなく走り出すと

１５ｋｍ地点で水蒸気らしき

ものが見えました。え？俺のバ

イク？止まってバイクを見回

すと、残念ながらラジエター液

が前方から漏れているのが見

えました。俺のバイクじゃん。

あの時突っ込んじゃった時に

ラジエターにヒビが入ったよ

うです。この時はもう本当にリ

タイヤを覚悟しました。 

『恥ずかしいけどポルトガル

の１日目でリタイヤかよ。』 

 

目の前真っ暗闇です。でもやれ

るだけやってみよう。仕方がな

いので１０ｋｍ走ったら止ま

って観客に水を貰おう。そう決

めておとなしく走り出しまし

た。１０ｋｍ毎に人だかりを作

りながらラジエターに水を入

れてもらいました。距離を測る

と５００ｍでリザーブタンク

は空っぽ。本当に恐る恐るアク

セルを開けながらの走行でし

た。でもヨーロッパステージで

良かった。観客はコースの周り

を覆い尽くす大観衆。水を貰う

のには持って来いだったんで

す。なんとかＳＳをゴールする

ことが出来ました。 
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直ぐに日本から応援に来て

くれていたサポーターの皆と

相談しリエゾン中はずっと後

ろから車で着いてきてもらう

ことにしました。途中修理を試

みましたがヒビが大きく直す

事は出来ませんでした。仕方が

ないのでＳＳ中と同じように

みんなに水を持っていてもら

い途中で継ぎ足してもらいま

した。その甲斐あってなんとか

ポルトガルでのリタイヤは免

れました。これがアフリカに入

ってからだったら。そう思うと

ゾクゾクしました。 

でもこれがアフリカでも起

こってしまったのです。スペイ

ンのマラガからフェリーでア

フリカ大陸モロッコに入った

次の日のことです。何気なく左

の足元を見るとブーツが濡れ

ていたのです。なんで？全くな

ぜか分からず、バイクを止めて

原因を探るとなんと匂いがラ

ジエター液の香りじゃないで

すか！幸いこの前と比べると

漏れも少しで１０ｋｍ走った

あたりでリザーブタンクが空

っぽ。と言う状態でした。走行

中５０ｋｍおきぐらいにいる

見張りの警官を見つけては水

をもらいラジエターに入れて

走りました。なんとか給油所に

たどり着き誰か補修剤を持っ

ている人を探しますがみんな

誰一人持っていません。そんな

時テリーこと大橋さんが給油

所にたどり着きました。事情を

話すとなんと補修剤を持って

いたのです。 

 

早速ヒビをふさぎ見事補修完

了。ラジエター液の漏れもとま

り 

『なんて俺はついているんだ。

テリーありがとう。』 

そう呟いていました。気持ちを

切り替え調子よく走っている

といきなりエンジンストップ。 

なんで？ヒューズが飛んだ感

じだったのでシートを外しチ
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ェックすると予想通りヒュー

ズが飛んでる。原因を考えると

直ぐにピンと来ました。ラジエ

ターを直すのにタンクを外し

たのですがその時２本で止め

るタンクのネジを１本無くし

仕方がないので１本だけ止め

てそのまま走っていたのです。

直ぐにタンクを外します。案の

定ラジエターファンの配線が

ショートしていました。直ぐに

配線を外します。 

 

その時もう一人の日本人ライ

ダー、ローリーこと桐島さんが

心配そうに止まろうとしてく

れました。とっさに大丈夫。先

に行ってくれ。と手で合図をし

ました。安心してローリーも先

に進みます。テリー、ローリー、

スティーブとお互い呼び合お

うとモロッコまでのフェリー

で同室だった日本人ライダー

３人で決めていたのです。 

 

『今日は散々だな。ここでいけ

ないサイクルを断ち切ろう。』 

これ以上トラブルを起こさな

いように慎重に修理を終えて

再出発。この頃にはもうカミオ

ンにまで抜かれていました。し

かしあと３０ｋｍでビバーク

と言う所でなんとガソリンが

漏れ出したのです。ボルト一本

でタンクを止めていたのでタ

ンクが揺れるため、ラジエター

とタンクが擦れてなんとタン

クに穴が開いてしまったので

す。 

 

もうここから先は冷や冷やも

んです。タンクの穴がこれ以上

大きくならないように足でホ

ールドしながらなるべく揺れ

ないように走ります。やった

ー！ビバークに着いた！何と

かたどり着けばどうにか道が

開ける。ビバークにはネジロッ

クや液体パテなどを作ってい

るメーカーがサービストラッ

クを出しているのです。運よく

そこでガソリンタンクの穴を

直す事が出来たのです。 

『俺って本当にラッキーじゃ
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ん。』その後ラジエターにヒビ

が入るのはガソリンタンクが

転倒の時にゆがみラジエター

を潰してしまうから。という事

がわかり補修したつぶれたラ

ジエターのままで走る事にし

ました。これが功を奏しその後

まったくマシーントラブルは

起きなくなっていました。 

 

なのに今日はこんな大転倒

をしてバイクにトラブルは起

きていないのか？心配です。や

っとのこと息が出来るように

なってバイクを一通り点検。Ｇ

ＰＳやコマ図を止めているホ

ルダーは潰してしまいました

がその他はどこもなんともな

っていません。走るのには全く

問題ありません。 

バイクに跨り再出発しました。

それがまだ３０ｋｍ地点での

出来事です。気を引き締め先を

急ぎます。何しろ先が長いので

す。間違いなくビバークに着く

前に夜になるでしょう。その前

になるべく先まで進んでいた

かったのです。しばらく行くと

アクセルを捻る手首が痛いこ

とに気が付きました。しかも痛

みがだんだん酷くなって行き

ます。手首だけでアクセルを開

けられなくなってしまい、腕全

体を使ってアクセルを開けて、

さらに握り返さないとある程

度のスピードも保てなくなっ

てしまいました。とは言え走っ

ていられるので良かった良か

ったと自分を慰めます。ビバー

クまであと１８０ｋｍのとこ

ろで日没。そしてあと９０ｋｍ

と言う所で真っ暗闇に包まれ

ました。ライトを明るい方に切

り替え走ります。 

 

路面はサンド。所々に石が埋ま

っていてフロントタイヤが何

度も弾かれます。もちろんその

ままやり過ごせずに転倒して

しまう時も何度となくありま

す。あんなに転んだのは久しぶ

りだな～。再発進するのですが、

夜で路面があまり見えないの

とサンドなので上手くスピー
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ドが乗せられないときはもち

ろんまた転倒。もう本当に笑う

しかない。って感じです。転ぶ

たびに 

『俺って本当にへたくそだよ

な。もっと上手くなりて～！』 

本当にそう思いました。 

やっとの事でビバーク地テ

ィシットに着いたのは夜の９

時少し前。結局この日は１４時

間もオフロードを走っていた

ことになります。 

 

到着後レストランでコーラ

を貰い自分に乾杯。一気に飲み

干すと明日以降のためにも痛

めた手首を冷やしてもらうた

めメディカルのテントへ立ち

寄る事にしました。半分ちょっ

と来たとは言えまだ先は長い

です。少しでもケアをしておこ

う。そう思ったのです。しかし

状況は一転してしまいました。

さすがにプロのドクター達で

す。僕の手首を見るなりオカシ

イ事に気付いたらしくレント

ゲンを撮る事になりました。こ

んな所にレントゲンがあるの

もビックリですけど。なんと！

骨折していることが判明して

しまったのです。 

 

自分もビックリ。だってまさか

折れているなんて思っていま

せんでした。だって手首を痛め

た後も５５０ｋｍを走ってき

たんです。明日以降もこのまま

走れると思っていました。まぁ、

悩んでいても仕方がない。やれ

る所までやってダメだったら

諦めよう。そう気持ちを切り替

えました。しかしそうはいかな

かったのです。なんとここでリ

タイヤになると言われたので

す。そんな事言われても、もち

ろん認めるわけにはいきませ

ん。『まだまだ走れるし、今日

も走ってきたし、明日以降も走

れる。』僕は絶対にリタイヤを

認めません。メディカルのメン

バーも困ってしまったようで
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最高責任者であるレースディ

レクターを呼んで判断しても

らうことになりました。その間

何度も人目を盗んではその場

から抜け出そうと試みたので

すがその度に見つかり元の所

まで連れ戻されました。３時間

後やっとレースディレクター

が現れました。レントゲン写真

を見てから彼はこう言いまし

た。 

『君も知っていると思うが今

年も死亡事故が起きている。そ

ういう危険な状況の中走って

いるんだ。君が骨折している事

実が分かった以上ここから先

に君を行かせるわけにはいか

ないよ。』 

悔しくて涙があふれます。 

『なに言ってんだ！俺のこと

は 俺 が 一 番 分 か っ て る ん だ

よ！絶対に明日も走る！』そう

怒鳴っていました。レースディ

レクターは冷静に言いました。 

『お前が走ると言っても俺が

お前をリタイヤにする。明日ス

タートに行っても、もうお前の

ゼッケンが呼ばれる事はない

んだよ。本当に残念だ。』 

メディカルのメンバー達もみ

んな僕の肩をたたきます。『本

当に残念だ。』みんな口々に言

います。彼らだって悪気があっ

て言っていたわけではない。僕

のために言ってくれていたん

です。それは十分に分かってい

るのですがこの現実を受け入

れるのは直ぐには無理でした。

しかしどうしてもこのまま、走

り続けることは出来ないので

す。冷静に考えればダカールラ

リーもレースなのでリタイヤ

する時もあります。 

 

だけどやはり悔しくて、残念で

なりません。しばらくは応援し

てくれていた沢山のみなさん

の事が頭を離れませんでした。

もちろん自分の実力を試した

かったのもありますが 

それ以上にみんなの喜ぶ顔が

見たくって走っていたのも僕

のモチベーションの大部分だ

ったからです。サポートしても

らっていたベルギーヤマハの

みなさんにもカワイガッテ貰

っていたのでその時は本当に

本当に本当に悔しかったな。今

思い出しても涙が出そうです。 

 

せめてやれる所までやって自
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分でリタイヤを決めたかった。

そしてほんの数パーセントは

最 後 ま で 行 け た ん じ ゃ な い

か？なんて今でも時々思って

しまいます。 

『あ～あ。やり残した事がま

た出来てしまった。』 

そんな気持ちのまま朝を迎え

ました。ドクター達が言うには

僕の骨折はおそらく手術が必

要になるだろう。『直ぐに帰っ

て日本で手当てをしないと、も

うバイクに乗れなくなってし

まう。』そう言われてしまった

んです。 

 

でも実際に自分の骨折した

手を見てビックリ、一晩でまる

でゴム手袋に空気を入れたよ

うにパンパンに腫れてしまっ

ていたのです。昨日あんなに強

く走れると言っていたのに、こ

の現状を見てちょっと恥ずか

しくなりました。無理だったか

も？アクセル開けられないじ

ゃん。な状態なのです。もちろ

ん僕は二度とバイクに乗れな

いのは絶対イヤだったのです。

仕方なく日本へ帰る事にしま

した。サポートのベルギーヤマ

ハのみんなにその旨伝えます。

本当に本当にみんな残念がっ

てくれてマネージャーのジョ

ス、チーフメカニックのロベー

ル、僕担当のメカニック ハン

スも涙ぐみます。もちろん僕も

涙がこぼれそうになります。ロ

ベールが僕を抱きしめます。

『また絶対ダカールに帰って

来るんだぞ。』僕は声がつまり

うなずくのが精一杯です。本当

にお世話になりました。親身に

なってかわいがってくれたの

に、こんな結果になって本当に

残念でなりません。帰りの飛行

機までジョスとハンスが送り

に来てくれました。元気よく手

を振ることしかできません。帰

りの飛行機でトップライダー

のジョバンニ・サラ選手といっ

しょでした。 

 

彼も鎖骨を骨折して帰国す

ることになったのです。『お互

い 残 念 な 結 果 に な り ま し た

ね。』僕が声をかけると、笑顔

で微笑みながら彼はこう言い

ました。 
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『これがレースだろ。リタイヤ

する時もあるさ。その１つが今

回のダカールだったに過ぎな

いんだ。またチャンスは必ず来

るものさ。それにお互い骨折で

きるだけの速さがあるって事

だよ。』さすがジョークも上手

い！ 

 

でもホントそうだね。またチャ

ンスが巡ってきたら僕もまた

ダカールにチャレンジしよう。 

『 一 生 に 一 度 の こ と だ ろ う

な。』と出場したダカールラリ

ーにリタイヤした事で今まで

以上のみなさんにまた是非出

て欲しい！と応援され、そして

僕もまた出たい！必ずまた挑

戦しよう！という気持ちにな

りました。バイクの神様が『一

度なんて許さんぞ！パリダカ

が大好きな奴は何度も出なさ

い！』そう言われているようで

した。ちょっと辛かったけど、

いつかはこの経験も良い思い

出になるのかな？今はまだそ

うは思えないんですけどね。 

 

そして必ずダカールラリー

に再チャレンジします。でもリ

ベンジという気持ちは全く無

いんです。だってリタイヤには

なったけど、やっぱりダカール

ラリーは世界中のオフロード

バイク乗りが憧れる本当に最

高に楽しいトコなんです。だか

ら次もまた楽しみに行くと言

う気持ちです。その時までダカ

ール海岸を走る夢はお預けで

すがまた楽しい目標が増えま

した。 

やっぱバイクは最高ですね。

この歳になってこんなに悔し

い思いができるのもバイクの
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お陰、みんなのお陰です。今で

もまだ片足ビッコで歩いてい

る僕がバイクに乗ればダカー

ルラリーを走ることが出来る

んですよ。もちろん最後まで行

けなかったけど・・・やっぱり

バイクは凄い乗り物だよな～。

って思いました。 

 
そして本当に大切なのはカ

ッコ良い大きなステージに立

つ前に、日々の一見地味な、小

さなやらなければ行けない事

をこつこつと一生懸命こなし

ていく。まるで貯金箱に小銭を

毎日入れていくように続けて

行く事の大切さです。貯金箱に

貯金するのって最初は貯まっ

ていくのが分かりやすくて楽

しいから何枚も入れちゃった

して。だけど、だんだん貯まっ

ていくと毎日の違いが分かり

づらくなるじゃないですか。こ

っそり出して使ってもバレナ

イくらいに貯まった頃に貯め

るのをやめたりしちゃう。こん

な所に来てからもきちんと毎

日小銭を貯めていく。ここを見

てくれていると思うんです。 

これが大事です。この一生懸命

な人には必ず応援してくれる

人が集まって来ますよ。続けて

いれば貯金箱は必ず一杯にな

りますからね。 

僕のバハ１０００から始まっ

たこの３年間はそんなステキ

な仲間を集める作業だったの

かもしれません。僕の貯金箱に

も今ではステキな仲間が沢山

詰まっています。そして僕のハ

ートもそんなみんなのお陰で

ますます心でっかちになって

どんどん膨らんでいっていま

す。そんなステキな仲間を運ん

できてくれたのもやっぱりバ

イクなんですよね。あらためて

バイクとバイクが運んできて
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くれたステキな仲間に感謝し

ています。本当にありがとう。

次も応援してね。うふ。 

『足が治ってからチャレンジ

し た 方 が 良 か っ た ん じ ゃ な

い。』なんて言われます。でも

僕はそう思っていません。今回

行かなければ絶対に後になって

後悔するだろう。そう思ったか

らです。足がきちんと治るには

数年かかってしまいます。それ

でも元の状態にはならないで

しょう。だったら今行くべきだ。

そう判断しました。だからリタ

イヤしてしまった今でもやっ

ぱりやってみて大正解だった

と思っています。足のことだけ

を考えたらもちろん今回では

ないのですが全ての総合点を

考えれば今回だったんです。全

ての総合点が今回のパリダカ

をつれて来てくれたと思って

います。ほんの数年前までパリ

ダカに出場出来るなんて夢に

も思っていませんでした。失敗

を恐れずにチャレンジしよう

と決めたら必ずチャンスはや

って来るものなんですね。こん

な僕を応援してくれたあなた

にも必ずチャンスがやってき

ます。だって僕にもやって来た

んですから。 

 

ｂｙ スティーブ 

  


