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ＵＡＥデザート・チャレンジでの一コマ 
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    でっかちへの旅。 

本当にやってきちゃいました

ドバイ。アラブ首長国連邦（Ｕ

ＡＥ）の窓口です。次回のダカ

ールラリー参戦を夢見ている

僕はここＵＡＥで毎年開催さ

れている『ＵＡＥデザートチャ

レンジ』というラリーに出場す

るためにやって来ました。いわ

れてた通り１１月だというの

にものすごい暑さです。でもい

つもの年よりも１ヶ月遅くな

った開催日のおかげでこれで

もだいぶ涼しいらしい。日本で

描いていたアラブの国は映画

インディー・ジョーンズに出て

くるような少し怪しげな暗～

いイメージでしたが、実際はま

さにアメリカ。 

 

砂漠のイメージさえなく街に

は高層ビルが立ち並びきれい

な花があちこちに植えられま

さにリゾート地といった印象

です。もちろんマックだってカ

ルフールだってあります。こん

な風に世界中同じような街並

みになってしまうのかと思う

とちょっと寂しい気持ちです

が日本だってそうですもんね。

さてさて初めてのラリーはそ

んなアラブの国で行われる暑

さと砂まみれのこのラリーと

なりました。 

 

ＵＡＥデザートチャレンジは

日本ではあまり知られていま

せんがダカールラリーに出場

するチームはテストを兼ねて、

ほぼ全チームが顔をそろえま

す。というのも普通のラリーと

違い、行きと帰りのコースを除

きベースのキャンプ地をスタ

ートしてまたキャンプ地に帰

ってくるループのコース設定

になっているため、たとえ途中

でマシーンが壊れてもキャン

プ地までなんとか戻ってくれ

ば次の日はまた走らせてもら

えるのです。だから各チームダ

カール用に仕様を変えたマシ
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ーンを実戦で思う存分テスト

が出来ると言うわけなんです。 

とはいえ１ヶ月後に迫ったダ

カールラリーに向けて、ライバ

ルたちにも実力を見せ付けた

いと言う所もあるでしょう。テ

スト、練習の兼ね合いが強いと

はいえやっぱり本気でみんな

戦ってきます。この雰囲気がま

たいい感じなんですよね。遊び

なんだけどただ遊んでいるわ

けではなく、本気で遊ぶ。この

スタンスが僕は凄～く好きな

んです。さてさてレースの前に

は必ずあるものそれは受付、車

検です。 

 

翌車検の朝、受付日の昨日受け

取ってきたＧＰＡとサンチネ

ル（安全装置）を車体に取り付

け よ う と し て い た ら 、 何

と・・・・日本で準備して来た

と思っていたサンチネルのパ

ワーケーブルが探しても探し

てもありません。こういう時は

そうです。探すのをやめた時、

見つかることも良くある話な

ので？一旦部屋に戻り頭を冷

やしました。そして良～く考え

よう。そうだ！カバンの中をチ

ェック。ありました！僕のカバ

ンの中にパワーケーブル！ 

でも？これって？車体に配線

しとかないといけない奴じゃ

ん。急いでホテルの駐車場へ降

りて行きヘッドライトカバー

を外し、配線を取り直さないと

いけません。しか～し！こんな

事も僕の中では良くある話、想

定内なんです。前もってヘッド

ライトの裏には直ぐに配線を

足せるように予備のコネクタ

ーを作っておいてあったので

す。流石です。本当に流石です。

自分の事が良～くわかってる。

と自分を褒める前に、ちゃんと

配線しとけよ！ってことで、 

ひとまずスタートラインに並

ぶ事ができました！いよいよ

ラリーが始まりました。 

 

大きな【ららぽーと】みたいな
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トコでプロローグという小さ

なコースを作ってタイムトラ

イアルをやります。お客さんが

沢山見に来るスタート前のイ

ベントです。この成績が明日の

ラリー１日目のスタート地点

アブ・ダビからリワ・オアシス

のベースキャンプへ向かうル

ートでのスタート順になりま

す。そして無事ゴールすれば、

走ってここドバイへ戻ってこ

れるんです。 

 

難なく無難にこのタイムトラ

イアルをこなしその後自走１

５０ｋｍで首都アブ・ダビへ向

かいました。アブ・ダビではま

さに宮殿のようなホテルがス

タート場所でした。 

 

 

初めてのラリー、初めてのＧＰ

Ｓ、初めてのコマ図、不安がい

っぱい。ドッキドキのスタート

です。ポディアム（スタート台）

からスタートしコマ図を見な

がら初のＳＳ（競技区間）のス

タート地点までの移動区間を

みんなと同じようにアブ・ダビ

の街中を走って行きます。 
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そしてコースはダートへ変わ

り初めての移動区間を時間内

に走りきりＳＳ１のスタート

地点へ無事到着。そしてＳＳ１

のスタート近くで自分の順番

を待っている時です。あまりに

も暑くてどこか日陰がないか

な？と周りを見渡しますがバ

イクの陰以外に日陰がありま

せん。仕方ないので地面に横た

わる形でバイクの右側、頭をフ

ロントタイヤ側にして日差し

を避けて待機していました。す

ると熱いマフラーに液体が落

ちる時にする『ジュッ』という

音が。 

えっ！何の音？ 

音がする所を覗き込んでみる

と、そこはガソリンタンクの裏

側、マフラーのパイプが近くを

通る場所でした。 

 

プラスチック製のガソリンタ

ンクが何と！マフラーの熱で

とろけているではありません

か！どうしよう？ってココで

直さなければ後で直すのは大

変な事です。しかし自分のスタ

ート時間が迫っています。 

ラリーでのルールその１ 

最初の競技セクションＳＳ１

のスタートを時間通りに切ら

ないと失格。 

どうしましょう。このままスタ

ートしてしまえば絶対途中で

大きな穴になりガス欠でリタ

イヤでしょう。でもタンクをは

ず し て 直 し て い る 時 間 も な

い！どっちにしてもリタイヤ

じゃん。 

Ｏｈ！ノーーーーーーーー！ 

いつもの事ながら、なぜか始め

の頃にトラブルって起きませ

んか？やっぱりきちんとテス

トして行ったつもりでも  本

番とはアクセルの開け方が違

いますよね。ね？ね！ 

気持ちは焦るが自分のスター

ト時間が刻々と迫っています。

この初めてのＳＳ１のスター

ト位置には念のためにサポー

トの堀田さんが駆けつけてく

れていたのです。堀田さんに相

談するとスタートを時間通り

に切ってその後直ぐにＵター

ンで車に戻って、タンクを直そ

うと言う事になりました。 

さすが！グッドアイデア！ 

堀田さんはダカールラリーを 3

回も完走している達人です。 

何事も経験が違いますね。 
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Ｓ Ｓ １ を 時 間 通 り に ス タ ー

ト！と思ったら直ぐにＵター

ン。カッチョ悪～。けど仕方あ

りません。ココで分かって本当

に良かった。もしあの時に気付

いていなければ、きっとＳＳ１

のどこかでタンクの穴がでっ

かくなってガソリンがボタボ

タと流れてくるまで気が付か

なかったでしょう。 

そうなったら間違いなくガス

欠でリタイヤだったのです。な

んて運が良かったのでしょう。

直ぐにガソリンタンクを車体

から下ろして、堀田さんがホテ

ルから持ってきた石鹸をタン

クにこすり付けて穴をふさい

でいきます。チームメイトの清

水さんも自分のスタート時間

を待ちながら「モンゴル（ラリ

ーレイド・モンゴルのこと）で

も石鹸で最後まで走った人が

いました。大丈夫ですよ。」と

勇気付けてくれました。しかも

「もし使うなら」と自分の持っ

てきたパテをバイクから出し

て来てくれたのです。結局この

パテは使わずに済んだのです

が、本当にありがとう。僕は幸

せ者です。本当にそう思いまし

た。当たり前のように話してい

るこの石鹸の話も実はバイク乗

りの間では有名な話なのです

がまさか自分がやるなんて。で

もでも本当に本当に有効です。

僕のバイクがその事を実際に

証明してくれましたから。って

自慢になりませんが・・・ 

 

結局この石 鹸 でふさいだガソリン

タ ンクで最 後 まで問題なく走れ

ました。石鹸でふさいだ穴の上

に両面テープを断熱代わりに

張り、その上からテーピングテ

ープを貼り付けて最後にダッ

クテープと言う日本のガムテ

ープのようなモノを貼り付け

て取りあえずの修理完了。  タ

ンクを再びバイクにつけて元

気に走りだしました。堀田さん

本当にありがとう。 
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来てくれていて本当に助かり

ました。結局このことが良い意

味で肩の力を抜いてくれて初日の

ＳＳは転倒もなく走りきる事

ができました。途中初の野ラク

ダを見て思わずＳＳなのに写真

を撮ってしまいました。 

 

初のＧＰＳの矢印で走るプチ

砂丘越えをしてチェックポイ

ント１に到着。こんな感じで観

るもの何でもかんでも面白い

初体験の一日目のゴールがト

ンネルをくぐったところに見

えてきました。本当にコマ図に

もＧＰＳにもまったくなれる

事なく操作にあれよあれよと

振り回されているうちに終わ

ったと言う感じの１日目だっ

たのです。  

 

 

 

 

 

いよいよベースキャンプから

の本格的なラリーが始まりま

した。2日目のコースはベース

キャンプのリワオアシスをスタ

ートして目の前の砂丘へ向か

ってスタートします。何回も砂

丘群を越えて行きます。砂丘の

美しさにまさにうっとりです。

そんな素晴らしい砂丘をどん

どん越えて高い地点まで上が

って行きそこからは比較的フ

ラットな高速コースとなりま

した。本当に高速ですよ。僕の

バイクでも１４０ｋｍ/ｈは出

てます。ハンドルなんてもう振

られっぱなしです。振られっぱ

なしでもアクセル全開。 

 

ねっ、楽しそうでしょ。でも

時々冷静になって『今、何かあ

って、ふっ飛んだらバイクも体

もどうなっちゃうんだろう？』

なんてふと頭をよぎりますが

直ぐに路面やコマ図、ＧＰＳに

意識が集中しそんなことも忘

れてしまいます。ハンドルを振

られっぱなしでも、どんなに高
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速で走っていても人間は凄い

です。その環境に直ぐに慣れて

しまいます。それが当たり前に

なってしまうんです。そんな慣

れてきた時が一番危ない時な

んですが、やっぱりやってしま

いました。小高い盛り上がった

路面を気にせずにそのまま走

っていると何と向こう側が急

に下がっているじゃありませ

んか。あまりのスピードに減速

しても間に合いません。ふっと、

ういたと思ったらそのまま下

りの斜面に突き刺さり 

Ｏｈ！ノーーーーーーーー！

前転しちゃいました。こういう

時ってスローモーションのよ

うに景色が止まって見えます

よ。音も聞こえなくなるんです。

きっと物凄い集中力の時に起

こる現象なのでしょう。イチロ

ー選手が球を打つ瞬間とかに

近いのかも？ついに僕も天才の

域に達しました。って何が？転

び方が？場面は普通に戻り、状

況判断へ。体のほうは右の太も

もを打ってすりむいただけで

した。バイクはどうなっちゃっ

てるのでしょう？ 

恐る恐るバイクをチェックし

ながら起こしてみると、フロン

トゼッケンはちぎれて、コマ図

のホルダーが手前に傾いてい

ます。恐る恐るコマ図を手元の

レバーで操作してみると。

やった～！なんとも無く動き

ました。良かった。大丈夫だ。

走れる。ぶら下がったフロント

ゼッケを引きちぎりリヤバッ

グの中にしまい、コマ図ホルダ

ーを起こしてタイラップで縛

りエンジンスタート。僕の相棒

ヤマハＷＲ４５０Ｆにも『お前

は素晴らしいぞ。』と褒めてやり

ました。今考えてみると、あの

転倒以来大きな転倒が無かっ

たのはその後常に気を抜かず

慎重な走りになったからなん

でしょうね。だからそんな転倒

したこともすべて僕のために

あった出来事なんですね。 

いよいよ真ん中もっこりの３

日目です。 
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３日目は僕にとって大きな気

付きをくれた日となりました。 

というのも２日目までは初め

てのラリーという事でなかな

か自分に自信が持てなかった

んですよ。いつ迷ってしまうん

じゃないか。いつまたトラブル

が起こるんじゃないかって。だ

からちょっと迷い始めると取

りあえず誰かの後に着いて行

く。 

 

そんな感じだったんです。でも

３日目に面白い事が起きたの

です。あれ？もしかして迷った

かな？というのもＧＰＳの矢

印がとんでもない所を指しは

じめています。スピードを落と

してコマ図やＧＰＳを見なが

ら悩んでいると後ろから凄い

スピードで抜いていくライダ

ーがいました。迷わずそのライ

ダーのあとを付けて行きまし

た。しばらくすると砂の上には

一本もタイヤの跡が付いてい

ません。するとそのライダーは

スピードを緩め、最後にはスト

ップして僕のほうに振り返り

ました。先を指差して「あっち

で合ってるの？」僕はもちろん

「わかるわけないじゃん。」な

のです。「なんだこの人も迷っ

てるじゃん。」と思ったのもつ

かの間次々に他のライダーが

後ろから走ってきます。 

そうです。この人達みんな迷っ

ていたんです。この時に僕は自

分の殻が一枚むけたような気

がしました。今までは「迷った

らいやだな。迷ったらどうしよ

う。」そんな感じでしたがこの

時から「迷って当たり前なん
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だ。」と変な自信がつき、迷う

事への恐怖心がなくなったの

です。と同時にコマ図とＧＰＳ

との関係。それをどのように見

ると迷ったところからオンコ

ースへ戻れるのかが言葉では

上手くいえないんだけど、身を

もってわかった。という感じで

す。だから走っていて本当に笑

っちゃうほど楽しいのです。こ

の日を境に成績もどんどん上

がって行きました。やっぱり楽

しまないと楽にはならないん

ですね。  何事も Have Fun!で

すよね。 

 

実は３日目が終わってからラ

リーが物凄ーく楽しくなって

ましてその日の夜も早く４日

目にならないかな？とワクワ

クでした。まるで遠足の日の前

の晩のような気持ちです。早く

明日にならないかな～。 

今日気付いた事、わかった事を

忘れないうちに早く試してみ

たくてしかたがありませんで

した。そんな気分で眠りに付き

ました。朝起きても、もうすっ

かり流れに慣れていて、さぁ今

日も楽しく走ろう！とウキウ

キです。この日のコースは昨日

と変わって登りの多いコース

設定になっていました。砂丘を

どんどん上って下のほうにチ

ェ ッ ク ポ イ ン ト が 見 え る と  

本当にうれしいんですよ。この

頃になると前後にいる選手も

同じ顔ぶれで、抜きつ抜かれつ

って感じです。さっき抜いたは

ずの人が迷っている間に前に

いたり、また逆に知らないうち

に後ろにいたり、つまりみんな

どこかで迷ったりしちゃって

るってことです。 

そうドングリの背比べなんで

す。そして昨日覚えた事、学ん

だ事を直ぐに生かして実践で

やってみる。これがうまく行く

と本当に楽しいんです。例えば、

ＧＰＳがとんでもない方を指

している時にコマ図をどんど
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ん送ってみるんです。 

するとなるほどここら辺を回

って行くからあっちのほうを

指していて良いんだ。  またウ

ェイ・ポイントが数百メートル

に近づいているのにとんでも

ないところを指している時に

は取りあえず矢印の方向へ少

し近づいて（正確には２００ｍ

まで近づく）あげれば次のウェ

イポイントへ矢印が向く。なん

てことです。また、自身があれ

ばウェイポイントを手動で次

に飛ばしたりもしました。ねっ。

凄い進歩でしょ。これ実は僕に

センスがあるわけではなくっ

て疑問に思った事を覚えてい

て、こんな時はどうするの？っ

てベテランの方に聞いてしま

うんです。するとこういう時に

はこうすると良いよっ。って教

えてくれちゃうんですよ。  凄

いでしょ。何でもそうですが、

その道の達人に聞くのが一番

早く答えが見つかる方法なん

ですね。僕の周りには凄い人達

がたくさんいてくれて、だから

僕は本当に幸せ者なんです。そ

して教えてもらった事を直ぐ

に実践できてそれが本当に出

来てしまったら物凄ーく楽し

くなりませんか？そんな気持

ちで４日目を走る事ができた

んです。僕を支えてくださって

いる皆さんに感謝なのです。 

 

いよいよ最後の朝を向かえま

した。いつもと同じ素晴らしい

天気です。この４日間寝泊りし

たキャンプ地ともお別れです。

もちろんこのラリーも今日で

お終いです。気をつけたのはと

にかくバイクを壊さないよう

に走る事。なにしろこの最終日

に途中で壊れてしまったらゴ

ールできないどころか日本へ

帰る日程が計画通りに行かな

いかもしれません。そんな事も

ありまして、とにかく無理せず

に走りました。といっても速い

ところでは１５０ｋｍ／ｈ近

くは出ていたんではないでし
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ょうか？でもですねスピード

を出すのと無茶をするのはま

ったく違うことなんですよ。良

い子の皆さんはわかりますよ

ね。しかし意に反してバイクが

悲鳴を上げ始めました。クラン

クのベアリング音が大きくな

りチェックポイントを通過す

るたびに係りの人に声をかけ

られてしまいます。この日はリ

ワオアシスからドバイへ長～

いルートを走って行きます。こ

の日のＳＳは２回。最初のＳＳ

ゴールへたどり着いたときに

は本当に誰もが振り返るほどの

エンジン音になってしまってい

ました。親切な人が近寄って来

てはエンジンオイルは大丈夫

なのか？いつからこんな音が

してるのか？時にはエンジン

オイルのレベルゲージを抜い

てオイル量をチェックしてく

れる人もいました。 

 

みんなあと少しでゴールだから

とにかく大事に走れよと言って

くれます。その言葉通り大切に

走りきって無事最終ＳＳを走

りきりました。 

最後のＳＳゴールではＧＰＳ

を頼りに本来のルートではな

いところからゴールへたどり

着くという事まで自分の考え

で出来る様になっていました。

本当に凄い成長です。自分でも

そう思います。 

 

ただ僕はコマ図を巻くのが本

当に苦手で実は４日目にも最

後のＳＳゴール後の移動区間

に入ったところでコマ図が巻

けなくなってしまったのです。

その時は後ろから来たライダ

ーに『コマ図が動かなくなっ

た。』という事を伝え後ろを付

いて行かせてもらったのでし

た。しかし今日はなかなか後ろ

からライダーが来ません。仕方

がないのでバイクを止めてマ

ップホルダーを開けコマ図を

引き出し直接手にとって見る

という最終手段で何とかゴー
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ルが見えてきました。千切れた

コマ図がバイクのハンドルか

ら出ている姿は情けないです

ね。ラリーに出る前にコマ図を

巻く練習からはじめとけよ！

って感じでしょうか 

 

何とか時間ギリギリでゴーー

ーール！！！ 

本当にホッとしました。ゴール

地点ではいろんな人が近寄っ

てきて握手をし完走したこと

をねぎらってくれます。 

 

もちろんライダー同士も同じ

です。自分の国に居て普通に暮

らしていたら絶対に知り合う

ことさえない、まったく知らな

いライダー達が同じラリーを

走りきったという事実を共有

する。まるで苦労を共にした戦

友のような感じでしょうか。 

『 Congraturation! You made 

it！』やったね。おめでとう。 

  

ＵＡＥデザート・チャレンジは

最初に海外のラリーにチャレ

ンジするにはもってこいのラ

リーだと思います。それにして

もかなり慣れてきたのでもう

少し走っていたかったんです

よね。今回のゴールはやりきっ

たと言う達成感より面白くな

ってきた時にその楽しい事を

取り上げられたお預け状態の

『なんだよ。』っていうちょっ

と寂しい感じでした。何度も言

うけどもっともっともっともっ

と走っていたかったな。この楽

しさを本当に多くの人に伝え

ていけたら良いのにな～。 

 

スティーブ 


