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　人間っていいな。子供も、おとなも、あの人も……。みんなが、

一生懸命生きている。

　愛に国境なんてない。日本人、インド人、肌の色は違うけど、僕

達は同じ地球に生きている。同じ、人間なんだ。

　インドへ行った旅人は、インドを愛するか、インドを憎むか、２

つに１つだと聞きます。

　ある旅行者は、インドに心から惚れ、インドに会うために何度も

インドを訪れる。しかしまたある旅行者は、インドに怒り、憤り、

憎しみを抱えて日本へ帰るそうです。

　僕も、インドを経験した旅人の１人です。

　僕はデリーの街に足を踏み入れてすぐに、バザールの喧騒やイン

ド人の気さくさやおおらかさ、街を歩くたくさんの動物達に心惹か

れ、インドが大好きになりました。

　中には旅行者をダマそうと近づいて来る人もいましたが、その出

会いさえ僕には楽しく感じられました。こんなにも「生きる」こと

を楽しんでいる、光に満ちた目を持つ人達を、憎むことなんて僕に

は絶対にできません。

　僕は、到着したその日からインドに夢中になり、すぐに「また何

度でもインドに来たい！」と思うようになったのです。

　　　・

　　　・

　　　・

　　　・

　っていうか、初日の時点ではね。

　そして時は過ぎ。

　

　帰国２、３日前の気持ち。

インド人全員殺す。

ここでやってやる。

今ここでやってやるぞコノヤロー !!

おまえらには人間としての誇りはないのか？

人として自分の行動を恥ずかしいと思わないのか？？

揃いも揃って旅行者ダマして金とることばっか考えや

がって……。　
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こんな最低な国、

二度と来るかボケ !!

※文中不適切な発言がありましたことをお詫び申し上げます。

　

　うーむ。

　この１ヶ月の間に一体なにがあったのだろう？

　普段その温和さから会う人会う人に「まるでお釈迦様のようにや

さしいね」「まるでお釈迦様のようにやさしいね」「まるでお釈迦様

のようにやさしいね」と言われているほどのオレが、いつの間にか

近づくインド人を片っ端から殴りたくなっていたのは一体なぜだろ

うか？　その謎を解くには、やはりこの旅で起こった出来事を１つ

１つ丁寧に振り返ってみるしかないだろう。

　この本では、１人の人間の気持ちをこんなにも動かしてしまうイ

ンドという国、そしてインド人という人種にメスを入れ、４大文明

の時代から脈々と続く悠久の文化の秘密に少しでも迫っていけたら

と思う。

　多分、無理だけど。

　ちなみに、あんなにもインド人を殺したかったオレが、帰国して

しばらく経った今は、

「殺したかったけどいいやつらだったな。

また絶対インドに行きたい」
と、

完全にインド入国初日の気持ちに戻っているというのが１番の謎で

ある。
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＊旅の前置き＊

●通貨

　インドの通貨はルピーです。１ルピーは約 2.6 円で、物価は激安

です。食べものも飲みものもとにかく安い！　しかも屋台の料理や

生ジュース等に関しては「あたるかなー、あたらないかなー」（あ

たりつきという意味ではない）というドキドキ感も味わえるので一

粒で二度おいしいです。時々あたると体中の液体がなくなります。

　インドでは外国人旅行者はみんな大金持ちになります。しかし

不思議なもので、インドの感覚に慣れてくると１ルピーが日本の

2.6 円より何倍も貴重に思え、たった５ルピーを値切るために人と

しての恥を捨てられるようになります。たまに隣でツアー旅行者が

1000 ルピー単位で買い物をしていると、思わずホームレスに混じっ

て物乞いしたくなります。

●言葉

　公用語はヒンディー語です。例えばナマステとかダンニャワード

とか、あれとかそれとかです。ただ旅行者に近づいて来る悪人には

英語が大抵通じます。逆に英語を話すインド人が近づいて来たら９

割８分の確率で悪人です。尚、作者はインド人とは英語で話してい

ました。「うそー！　英語喋れるのー？」と思ったあなた。バカに
しないでください。僕は年に７～８本は洋画を観るんですよ！　
当然英語への抵抗はあまりありません。もちろん喋れるかどうかは

別ですけど。ちなみに、今年初めに苦労してとった英検３級が目安

として「中学卒業レベル」だということが先ごろ判明しました。

　僕は何年か前に大学を出たような気がするのですが気のせい
でしょうか ( 号泣 )。

特別レポート
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特別レポート 1：世界の首都
　今私は日本の首都である東京に住んでいる。国際金融・情報セン

ターとして重要な役割を担う都市。

　首都とは、その国を代表する街である。旅行者はどこへ行ったと

してもその国の首都を必ず訪れるだろう。私は常々それぞれの国の

文化、建築様式の違いに興味を持っていた。世界には実に色々な街

がある。

　今回ふと思い立ち、世界各国の首都の風景を比べてみ
ることにした。それぞれの国には色々な特徴を持った街があるが、
首都の機能、風景はおそらくどの国をとってみても同じようなもの

だと思う。ほとんどの首都は政治・経済両面でその国の中心にある

ため、清潔な街並みに高層ビルが建ち並び、整然とした道路を多く

の車が行き交うという光景は、国が違っても共通のものであると思

われる。そうでなければ首都機能は成り立たない。

　ただ、そうして各国の風景がどうしても似てしまう首都という場

所だからこそ、国によるわずかな違いを発見した時にとても興味深

く見ることができるのではないだろうか。

　それでは、私が実際に訪れたことのある各国の首都の景色を比べ

てみよう。

東京
　建ち並ぶビル群、整備され

た道路、清潔な街並みはまさ

に首都の中の首都である。東
京は今や日本だけでなく、世

界の経済の中心にいるといっ

ても過言ではないだろう。

ワシントンＤＣ
　東京と比べ緑が目立

つ。条例で規制されて

いるため高層ビルこそ

少ないものの、近代的

な建造物が区画ごとに

建ち並んでいる。やは

りキレイに整備された

広い道路には、乗用車やバスの姿が見られる。

ニューデリー

　

　……。

　……。
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　もう一度見てみよう。
　

　少しうっかりしていた。

　日本とアメリカの後にインドを持ち出したら、多少の文化の差を

感じてしまうのは当然である。私としたことが比べる対象をあまり

考えていなかったようだ。申し訳ない。

　次は同じアジアの都市、タイの首都バンコクそしてマレーシアの

首都クアラルンプールと比べてみることにしよう。

バンコク
　欧米や日本などの先進国

と比べても遜色のない大都

市の街並みである。この景

色だけでは、もはや東京と

の違いはほとんど感じられ

ない。

クアラルンプール
　アジアのイメージを覆す

ような高層ビル群、都市と

しての発達ぶりには驚きを

隠せない。建築当時世界一

の高さを誇ったペトロナス

ツインタワーがあるのも、

ここクアラルンプールだ。

ニューデリー

　精悍な顔つき、2本のツノ、額のハエにも動じないその姿はまさ

しく牛の中の牛である。その存在をまったく気にしない周囲のイ
ンド人とのコントラストは絶妙である。

　……。

　……。

　時差ボケかな。
　幻が見えるみたい。
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デリー

アーグラ

特別レポート２：本当にそれはいたのか
　

　おかしい。確かにあの写真に写っていたのは牛である。　

　紛れもなく牛である。十中八九牛である。
　しかしそんなことが本当にあり得るのだろうか？

　あの写真を撮ったのは、ニューデリー駅前のメインバザールだ。

駅の入り口を出てすぐ正面に伸びるメインロードである。インドの

首都であるニューデリー、その名前を冠したニューデリー駅の目の

前の道路。日本でいえば東京駅前の八重洲通りに相当する道だ。

　この牛は繋がれておらず、自由に動き回っている。どうみても飼

い主はいない。

　つまりノラ牛ということになる。

　一国の政治・経済の中心地である首都のメインロードにノラ
牛がうろついている。こんなバカげた話を私はやまだかつて聞
いたことがない（そのセリフも長いこと聞いたことがない）。

　わかった。

　これは、なにかの間違いだな？
　はっきりいって普通街なかにノラ牛なんているわけがない。

　おそらくこの日だけどっかから逃げ出したか、ニューデリーに観

光客を呼ぶためにあえて牛を放して名物にしているかどちらかだろ

う。牛なんか名物にするほどのものでもないと思うんだが。

　当然インドでも他の街はもっと普通の風景だと思われる。いくら

なんでも複数の都市にノラ牛がいるなんてことは絶対にありえ
ない。まあノラ犬くらいはいるかもしれないが……。
　では、確認のため今回実際に訪問した他の都市の景色を見てみよ

う。
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バラナシ

ジャイプル
 インド万歳。
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プロローグ～インドへの道～

あ、この牛ニュースで見たことある。
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　大学卒業後お笑い芸人を目指して上京した私は、いつの日か
『笑っていいとも』のレギュラーになり、タモさんの自宅で手料理

をごちそうになる日がくることを夢見て日夜ネタ作りとダンスの練

習に励んでいた。

　その頃の私は自称『駆け出しの芸人』であり、毎日外出する度に

「電波少年のスタッフが待ち伏せしていたらどうしよう……」とビ

クビクしていたものだ。しかしよく考えてみれば私がお笑い芸人を

目指していることを知っていたのは地球上に３人くらいしかおら
ず、誰も私を芸人としては認知していなかったため、もしも本当に

電波少年にさらわれたとしたらそれはただの誘拐であった。
　ちなみにダンスは芸人とは関係ないが、これは滑り止めとしてい

いとも青年隊での活躍も視野に入れていたためである。絶対に友
達になりたくないタイプのカリスマ茶髪振付師のビデオを見なが
ら、毎夜いい笑顔で１人パラパラを踊ったものだ。

　職場の上司や同僚は、私がお笑い芸人を目指していることを知る

と「今のうちにサインもらっとこうかなー」などと、知人が夢を語っ

ている時に返しがちな言葉ベスト３に入るコメントを発しながら、

心の中では「おまえが芸人？　あー無理無理。おまえごときが有名

人になれるんだったら、オレなんてハリポタシリーズの次回作の主

人公だよ」と明らかに人を見下した目を向けてくるのであった。

　しかし、夢とはそういうものであろう。

　他人の蔑み、奇異の目、挫折。そんな無限に存在するかのような

障害は、自分の手で打ち砕いていかなければならない。何千人、何

万人という人間の中から夢を勝ちとるのは、決してあきらめな
い心、どんなことがあってもくじけない根性、誰よりも
強い精神力を持った者だけなのである。

　ちなみに私はそのどれも持ち合わせていなかったので、芸
人になることはあっさりあきらめた。

　次に目指したのは脚本家であった。

　『あなたもシナリオライターになれる！』との広告の歌い文句を

見てシナリオスクールなるものに通い始め、原稿用紙の正しい使い

方から綴りひもの上手な結び方まで余すことなく学んだ。広告にも

書いてあったことだし、スクールに入ったからにはこれで私
もシナリオライターになれるのだろう。
　職場の上司や同僚は、私が脚本家を目指していることを知ると、

「今のうちにサイン（以下略）。

　しかし、夢とはそういうものであろう。他人の蔑み、奇異の目、（以

下略）。

　というわけで、根性とか精神力とかいう言葉は生まれる時に親の

体に忘れてきた私は、やはり脚本家になることもあっさりあき
らめた。

　我ながらなにをやっても長続きしないものだ。趣味がインター

ネットということもあり、ダメ人間ぶりは変身前の電車男といい勝

負。しかもただの電車男ではなく、電車の中でからまれている
女性を見ても決して助けない電車男である。一分の救いようも
ない。

　しかしいいのである。夢を失っても、電車男にエルメスがいるよ

うに、私には心の傷を癒してくれる、大好きな人がいる。

　当時私には、付き合いはじめたばかりの萌え系彼女がいた。愛す

る彼女のためなら私はどのような苦境にも耐えることができた。２

人のためならどんな荒れ地でも開拓してやろう。夢の７つや８つ、



22

プロローグ～インドへの道～

23

プロローグ～インドへの道～

喜んでくれてやろう。広末涼子の切り抜きコレクションもくれてや

ろう（２ページまで）。そう思うくらい、私は彼女のことが好きだっ

た。

　しかしある日、そんな大好きな彼女の口調が突然敬語になっ
た。今まで気軽に冗談を言い合う、時には語尾に「にゃん♪」を
付けてはしゃぐ仲だった萌え系彼女が突然「お話があるんですけ
ど」ときた日には、全世界 34 億人の男性諸氏なら次になにが起こ
るかは容易に推測できるであろう (涙 )。

　そして私は１人になった ( 号泣 )。

　この時のショックと絶望は、ドラえもんに「男は顔じゃないぞ！

中身だぞ !!　もっともきみは、中身も悪いけど……」と言われ
た瞬間ののび太くんを遥かに凌駕するものであったと思う。自分と

いう人間への嫌悪、それが高じて憎しみ。根性もない、目標もない、

自信もない。そんな自分自身がとにかく許せなかった私は、何度も

自分を殴ってみたのだが、痛くなったのですぐにやめた。

　インドでも行こうか……。

　なぜここでインドが出てきたのかは私にもわからない。しかし、

私のこの貧弱で腐りきった 10 日前の弁当のような根性を叩きなお

すには、日常では味わえない荒行が必要だと思った。とにかく、一

度自分をとことん追い込んでみよう。獅子が千尋の谷に我が子を突

き落とすように、文明社会のぬるま湯にどっぷりと浸かり、すかい

らーくに行ってもドリアかグラタンどちらを頼むかだけで 30 分も

悩んでしまう（挙句の果てに人に決めてもらうことが多い）この怠

けた精神に試練を与え、自分を鍛え直すのだ。

　インドに行けばきっとなにかが変わる。レインボーマンもインド

の山奥で修行して７化身の超能力を身につけたことだし、ゴダイゴ

だって、そこに行けばどんな夢もかなうと歌っている。

　かつて偉大な先人達は、苦難を乗り越え、戦うことにより己を磨

き、強くなってきたのだ。一ヵ月。インドへ一ヵ月。幾多の戦いを

乗り越えて、きっと私も成長して帰って来れる。レインボーマンま

でいかなくても、レインマンくらいにはなって帰って来てやろうで

はないか。

　そうして、私は旅立つことを決めた。

　さて、旅立ちを決めてからの私の行動は、今までの人生26年
分の決断力をすべて使い切ったというくらい早く、その日のう
ちに航空券を手配し、『地球の歩き方・インド編』も購入。なんと

出発は３日後だ！　
　ちなみに『地球の歩き方』をチラと読むと、なんでもインドに旅

行するにはビザというものが必要らしい。

　……。

　ビザってなんですかっ！　どうすればいいの？　どこで買える

の？　ヤフーオークションで落札できるの？？
　誰か教えてっ（涙）!!

　既に決断力を使い切っていた私ができることは、「やっぱり行く

のやめようかな」という最後の決断だけだった。
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ためになる予習～

　ビザ売ってた。インド大使館で売ってた。
　出発を翌日に控えた 1月 31 日、オレはインド大使館でインド
ビザを受けとり、大使館まで九段下の坂を上ったり下ったりと久
しぶりに運動したため気持ち悪くなった。
　３日前まで VISA カードとビザの違いがわからなかったオレだっ

たが、なんとか引きこもりパワーでweb サイトを徘徊し情報をゲッ

ト、前日にしてついに最後の準備が整ったのだ !!　これで向こう

20 年の行動力も前借りして使い果たした気がする（涙）。
　さて、ひと息ついたオレはインドについて予習をすることにした。

はっきり言ってもしオレが今の状態で連想ゲームのレギュラーに選

ばれても、加藤キャプテンには申し訳ないが、「インド」というお

題が出たらインドネシアとレインボーマン、同級生の印藤さんく
らいしか答えが思いつかない。インドと言ってインドネシアを思い

浮かべている時点で、どれだけオレがインドを見くびっているかと

いうことがわかるであろう。名前だけである。
　オレは来たるべき連想ゲームに備え、『地球の歩き方』や他人の

インド旅行体験記を読んでみた。それによるととにかくインドには

Ｈ２ロケットと張り合えるくらいトラブルが多く、１人で旅行
するのはとてつもなく危険な場所であるということだった。

　どの話を見ても、下痢になって３日３晩苦しんだとか、金銭
トラブルに巻き込まれて３日３晩泣き続けたとか、げに恐ろし
き（現代語訳：本当に恐ろしい）ものばかりだった。かつてオレが

出したラブレターに返ってくる返事には「いいお友達」という
単語が不可欠だったが（号泣）、インド旅行にはトラブルが不可欠

なようだ。

　まず下痢についてだが、インドはかなり不衛生らしい。どう不衛

生なのか想像はつかないが、体験記を書いている人は全員かつて経

験したことのないような強烈な下痢を体験している。

　そして金銭トラブルは、タクシーやガイドに料金をふっかけられ

たり、ヘンな旅行会社で無理矢理ツアーを組まされたりすることが

多いようだ。主に空港からの交通や、大都市に多いトラブルらしい。

どれもちょっと旅に出るのを躊躇してしまうような怖い内容ばかり

である。

　しかしオレは思った。

　こんな風に自分の体験をなんらかの形で発表している人は、面白

く見せるために必ず出来事を誇張して書いているはずである。例え

『寝ている間にノミに刺された』くらいのとるに足らない事件でも、

人前に出す時には『怪奇！　暗闇に蠢く殺人鬼の足音！　幻の
吸血妖虫ノミはインドの魔境に実在した !!』などと水曜スペシャ
ルなみに大げさに書き立てているに違いないのだ。もちろん、普

通の旅行者がそんな大げさな経験をしているということはありえな

い。なんにも被害にあわなかった人というのは体験記を書いたりは

しないだろう。

　そもそも本当にみんな体を壊したりボられたり死んだりするんな

ら、インドへ旅行する人なんていないはずだ。

　そうやって極力自分を安心させるように心がけていたのだが、一

応念には念をということで、先輩のインド経験者に電話をかけてみ

ることにした。

　実際にインドを体験した人が言ってくれればより安心できる。旅

立つ前に不安は極力減らさなければならないからな。

　受話器の向こうのＳさんに今回の旅の計画を話し、彼がインドに

いた時に体調を崩したかどうか聞いてみる。下痢になりました？　
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大丈夫でしたよねー？

「あー、なったなった。１週間くらいの絶え間ない下痢。
もうまったく止まんなくてさー、あんときゃオレもう死んだなと
思ったね」

　あっそ。

　……ところで、なにかトラブルに巻き込まれたりそんな話聞きま

した？　さすがに身近ではそんなこと起こんなかったですよねー？

「あー、あったあった。タクシー乗ってたら脇道で突然降ろされて

さー、いきなり殴られて金とられたんだよ。あんときゃ
オレもう死んだなと思ったね。ていうか死んだね」

　あっそ。

　……。

　不安削除失敗。むしろ大増殖

　うーむ……。

　気付いた時には、オレは遺書を書いていた。

　お父さん、お母さん。思えば、僕は親不孝な息子でした。

　僕の財産は、申し訳ありませんが１円もありません。

　でも本棚のマンガと写真集をオークションで売れば、いくらかに

はなると思います。※深田恭子の「時間の国のアリス」だけは僕と

一緒に棺桶に入れてください。

　本を売ったお金は半分は家のために使ってください。もう半分は

最近太り気味のムクのためにヘルシージャーキーを……。

　……。

　ちょっと待て。
　ええいこんなもん！　ビリビリッ！
　いかんいかん。普通に旅の予習をするだけのつもりだったのに、

いつの間にか旅への気力はライブドア株なみの下げを見せ、こ
んな涙を誘うモノローグに。病は気からだ。この暗い状況をなんと

かしなければ。頭の中で「自分を励ます会」を作り、一生懸命激励

の言葉をかける。

　そんな時、以前読んだインド旅行記に書かれていたことを思い出

した。その本の著者がインド行きを控えて近所のインド通のオヤジ

にアドバイスを求めたところ、こう言われたそうだ。

「部屋を思いっきり汚しておけ。そうすれば『部屋が汚いまま
死ねない』と思うから帰って来られる確率が上がるぞ！」

　そ、それだ！　確かになにかあった時に部屋が汚かったことを思

い出せば、心残りができ、日本に帰る執念も湧くというものではな

いか。そうだ。さっそく部屋を散らかさねば！　あまり時間がない

が、どこから散らかそうかと部屋を眺めてみる。



28

プロローグ～インドへの道～

　むむっ。

　……。

　どうやらその必要はないようだ。
　散らかっているどころか、服の中に隠して税関を通過したアメリ

カ土産のプレイボーイや、美少女ピーッ（自主規制）したピーッ（自

主規制）がチョメチョメ（自主規制）で、おそらくオレが死んだ後、

家族や親戚が部屋に入ったら悲しさより情けなさで涙を流

すだろう。もしも向こうで死にそうになったあかつきには、友人に

頼んでアパートに放火してもらわなければならない。アパート
もろとも証拠隠滅だ。
　……うむ。まあともかく、この状態ならなんとか無事に
帰ってこれそうだ。

　そしていよいよ出発の朝。

　緻密な作戦により乱れきった部屋の中をしげしげと眺める。
ふっふっふ。これは恥ずかしいぞ。この部屋を誰かに見られるく
らいだったら、死んだ方がマシ……いやそうではなくて、この部
屋を誰かに見られないためにも、絶対生きて帰るぞ！
　そんな固く恥ずかしい決意をしつつ、とはいえ向こうで病気に

なることもあるだろうから念のため旅行保険をかけようとしたら、

３ヶ月前アメリカ旅行した時に保険を使って手術を受けてたた
め、加入を拒否された (号泣 )。
　よし。これで準備はすべて整った。のか？　まあいいや。行っ
てこよー。

　

ちょっとだけ
マレーシア編

クアラルンプールの安宿
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クアラルンプールへ～

　出発前に新宿西口でよくあたる占い師に聞いてみたら、２月の
北インドはインド人もビックリの寒さらしいということが
わかった。正直インドが寒いと言われてもあまり実感が湧かない

が、しかしインドだから暑いに決まっているというのはただの思い

込みだろう。確かに、ゆでたまごだからむいたら食えると思っても

実際はマンガ家だったりするし、江戸家小猫だから小猫みたいにか

わいいに決まっていると思っても実際は小猫というよりおっさん
だし、物事に対する勝手な先入観は良くないことである。

　ということで、オレは明日突然南極にとり残されたとしてもタロ・

ジロと一緒に生き残り、後に映画化されそうなくらいの厚着をし、
着膨れにより歩く団子となって、時にはゴロゴロと転がりながら成

田空港へ向かった。どれだけインドの夜が寒かろうが、この森公美

子なみのボリュームの防寒着をもってすれば鬼に金棒、引きこもり

にパソコンである。

　オレが乗ったのは直行便ではなくマレーシア経由デリー行きのた

め、１日だけマレーシアの首都、クアラルンプールで過ごすことに

なった。日本を出てから、１．彼女にする場合　２．結婚する場合

それぞれどのスッチーが最も適しているか７時間ほど悩み、残念な

がら結論が出ないままＫＬ国際空港に到着した。

　さて、歩く団子のままでもマレーシア人の好意によりなんとか入

国審査は済んだので、早速両替所までまた転がって行く。

　50 ドルを両替し、手に入れたのがおよそ 170リンギット。日本

円に換算すると１リンギットは35円くらいなので、170リンギッ

トだと 6000 円くらいか。安いとこで一晩 10リンギットくらい
で泊まれるから 3日間で 170リンギットあれば余裕である。

　……あの、ちょっといいですか？

　リンギットという通貨単位があるかっ !!　

　今の世界のトレンドを見てみろよ。円とかドルだろうが！　１

円２円３円……って言い易いだろう？　１ドル２ドル３ドル……っ

て流通してる感じだろう？　１リンギット２リンギット３リン
ギット４リンギット５リンギットって買い物する気も
失せるわ !!!　
　なんつーいいづらい通貨単位なんだ。意味がわからん。

　……いや、まあよく考えるとそんなに熱くなる話題でもない。
すいません。海外だからってマレーシア人の迷惑も考えずに羽目
を外しすぎました。
　両替を終え、オレは鬼に金棒の着膨れ団子スタイルでゴロゴロと

空港を出た。いよいよ、マレーシアに記念すべき第１歩だ。さあさ

あ、無職の僕がマレーシアにやって来ましたよ！

　いやー、いいねえ！　この照りつける太陽 !!　その官能的な
ビキニライン !!!

　ん？

　……。

　……。
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　暑 
　い。 

うぎゃ～！
暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い
暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い
暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い !!!
　

　寒いんじゃなかったのか !!　
　インドが寒いんならついでにマレーシアも寒い
と思うだろう普通 !!!　
　どっちも同じ外国じゃねーか !!
　

　ともかくオレは、アイドル脱皮後の杉本彩も真っ青な豪快な脱

ぎっぷりを見せ、あれよあれよという間にセミヌードになり、マレー

シアに対して南海キャンディーズのしずちゃんをイメージした悩殺

的な視線を投げかけるのであった。よくよく学生時代に戻って社会

科地図帳を眺めてみれば、マレーシアは北緯３度である。日本が
北緯 35 度くらいだから、日本より10倍も赤道に近いことに
なる。つまり日本の気温が 10℃だとしたら、クアラルンプールは

単純計算でその10倍の、摂氏100℃ということになるの
だ。そりゃあ杉本彩どころじゃなく安達祐実のお母さんまで脱ぎ
たくなるというのもわかる。

　既にオールヌードとなっているオレだったが、クアラルンプー

ルの街をバックパックを背負って歩くとそれでも汗はとめどなく、

猫ひろしのギャグのように次から次へと吹き出してくる。あま
りにも今までにない大量の汗をかいたため、宿に辿り着く頃には身

長も５センチほど縮んでいた。高校生に戻った気分である。

　はっきり言って、オレは暑いのがべらぼうに苦手である。もし

誰かに「クーラーか 100 万円かどっちが欲しい？」と聞かれたら、
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迷わず 100 万円もらってその一部でクーラーを購入し、残りはちゃ

んとリスク配分を考え定期預金と投資信託に分けて保有した上で、

550 円だけ残してロイヤルホストで「みるくと和のマリアージュ・

みるくプリンサンデー」を食べる。そのくらい暑さが苦手なの
である。たいてい 30℃を超えると暑くて泣く。よって、夕方ま
では宿でひたすらぐったりしながら暑さを凌ぐことにした。日本で

も太陽の出ている時間は滅多に外に出ないし、日光を浴びると
気持ち悪くなる体質のため、インドアな過ごし方のほうがオレ
には向いているのだ。

　夕食後、まだ蒸し暑いアーケードの夜店をしぶしぶ歩くと、なか

なかシャレた時計を売っているのが目に入った。ＣＫとか書いてあ

る。おそらく日本で買えば数万円はするブランド物だ。

　実はオレは旅で汚れてもいいようにと、１週間前に安物の腕時計

を購入して持って来ていたのだが、あまりに安物すぎて今朝動か
なくなっていた。なので新しい時計が必要だ。
　まあブランドである必要はないのかもしれないが、ただオレのよ

うに中身のない人間は、同じように中身のない女性を引き寄せるた

めせめて身なりだけでもブランド物で固めてハッタリをかけるのが

良いのではないか。今後はそう生きようと決めたオレは、念のため

出店のマフィアに声をかけると、なんと 30 リンギット（＝約 1000

円）ということであった。これは安い !!　しかしここですぐに食い

ついてはいけない。旅先で買い物をする時は、必ず値切らなければ

いけないとテレビで田中律子が言っていた。芸能人がウソを言うハ

ズがないので、オレもそれに従うことにした。

　オレは 15リンギットでどうかと持ちかけてみたのだが、せい
ぜい 27リンギットという回答が返ってくる。しかしそれはあん

まりだと言うと 25リンギットでいいよということだったが、オ
レが 20リンギットでないと買わないとひたすら粘ると、しょう
がないから特別よと 20リンギットで交渉成立した。
　……。

　だからリンギットという通貨単位があるかってのにっ !!
　すいません。また羽目を外しました。

　結局オレはＣＫの時計を 20 リンギットで買った。これはすごい

ぞ。日本でなら数万円はする時計がなんと 700 円だ。

　え？　なんだって？　そんなの偽物に決まっているって？？　

いいや、違うな。まあ確かに、こんな露天で売っている時計だ、
偽物の可能性は高いと思う。だが、そんなことは誰にもわからない

じゃないか。質屋に持って行きでもしない限り、本物か偽物かなん

てわからない。わからないということは、本物の可能性があるとい

うことだ。少なくとも、オレはこれを本物だと信じて使うこと
にしよう。店員だってあくまでも本物として売っているわけだし、

オレが信じている限りは、これは本物なのだ。

　そう考えながら満足げに購入したブランド時計（本物）をはめ、

代金を支払う。店員のにーちゃんは、金を受けとりながらオレの腕

を見てカタコトの日本語で言った。

「おー、ニアッテルね！　ホンモノみたいね～ !!」

　……。
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　おまえが言うんじゃねーっっ !!!

　信じようと決意したばかりの本物の可能性は、一瞬にして店員の

手によって消されたのであった。バカヤロー !!　もうちょっ
と客に夢を見させろよっ !!!!
　さて、その後、夜の１人歩きは怖いのでスタコラと部屋へ帰った

オレは、翌日は昼過ぎに起き、夕方まで宿でインターネットをしな

がら過ごすという引きこもりの鏡とも言えるようなス
ケジュールをこなし、薄暗くなってきた頃、いよいよインドへ
出発するために空港へ向かった。

　待合室には、大量のインド人が発生していた。民族衣装である

サリーをまとった女性、ターバンを巻いたおっさん、飛び交うヒン

ディー語。う～ん、今までテレビでしか見たことがなかったが、イ

ンド人というのは実在する生物だったのか。特撮かと思っ
てた。
　この空港では、搭乗時間直前に一斉にセキュリティチェックが

行われる。安全で清楚な人間であることを証明するためオレも長い

行列に並んでいたのだが……。インド人、平気で割り込ん
で来る。次から次へと勝手に前へ進み、ファストパスを持っ
ているわけでもないのに強引に列に入って来るのだ。
　これがインド流なのか？　早くも日本とインドの文化の違いを

感じたようで、少し感慨深くなってくる。「順番を守る」というあ

たり前の概念すら持たない人々。いや、あたり前と思っているのは

自分が豊かな国にいるからで、貧しく、全員に行き渡るほど物がな

い国にとっては、人より前に出ることこそがあたり前なのだろうか

……。

　などとしみじみしている場合ではない。
　てめーら割り込むんじゃねーっ !!!　
　オレの前にも１人割り込もうとしているのだが、いいやそうはさ

せねえ！　前の人間にピッタリくっつき全力で阻止する。ここで一

句、「知らぬなら　教えてやろう　日本式の列への並び方（字余り）」。

割り込みは日本では道徳違反なんじゃー！　道徳違反なことをする

と時々 6時のニュースで特集が組まれるんじゃー !!

　

　すでにここからインド人との戦いは始まっていた。そして、戦い

に敗れ思う存分割り込まれたオレは、ほとんど列の最後尾
になり悔しくて号泣しながら搭乗を果たしたのであった。

　さて、そんな惨めな空気を紛らわすために、オレは機内でインド

直前対策を行うことにした。

　まず最初の難関は今夜である。どの体験記を読んでも、誰の話を

聞いても必ず出てくるのが今向かっているガンジー国際空港からの

タクシーのトラブルである。デリー市内に向かう途中で旅行会社に

降ろされ、高額なホテルを予約させられたり、ツアーを組まされた

りするらしい。空港からタクシーに乗ると、目的地に行かずに必ず

途中の旅行会社で降ろされるということだ。

　……そもそも、それはタクシーではないのでは？？　
　ただ誰がなんと言おうと、本当に全員途中で降ろされているのだ。

その確率は 100％、学園ドラマと同程度のトラブル発生率とい
うことである。　

　……。
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　どんな国なんだ。インド。
　

　不安をよそに、既に飛行機はインド上空を飛んでいる。

　マレーシアで買ったブランド時計を 2時間半戻す。窓から見
下ろすとたくさんの街の明かりが見える。だが、その明かりはどこ

かボンヤリとして薄暗く、なんとなく文明が発達している国のもの

ではないような気がする。これしきの街灯なら、下手したら日本の

蛍の光や窓の雪の方が明るい。
　時間は夜の 10 時を過ぎている。

　今夜の宿は決まっていない。

　オレの心は、次第に不安でいっぱいになってきた。ああ、行きた

くないよー……。

　なんとか日本に引き返してくれないだろうか？　誰かハイジャッ

クをして、成田へ着陸するように機長を脅してくれないだろう
か？？
　しかし無情にも、ジャックされることもなく、墜落することもな

く、飛行機はうまいことインドの大地へ着陸してしまった。くそ。
機長め !!
　ああああ、これでもう逃げられない（涙）。

　そして遂に、インディラ・ガンジー国際空港へ、インドへ到
着したのである。

インド突入編

悪人と善人と動物と死体とがインド中から集まる、

バラナシのガンガー
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んと予習済みだぜ！　実はインドの両替所では、金額をごまかされ

ることが非常に多いのである。

　レシートの数字と実際の金額があっているかその場で数える。『地

球の歩き方』にも、「後ろに人が並んでいようとも１枚１枚ゆっく

りと数えて良い」と書いてある。なにしろ大金がかかっているのだ。

　丁寧に数えていると、両替所のおっさんが「邪魔だから向こう

で数えろ！」とクレームをつけてくる。おまえ、ごまかしてるのが

バレるとまずいから早く立ち去って欲しいんだろう？　その手
には乗らんぞ！

　後ろには何人かの外国人旅行客が同じように両替をするために並

んでいる。彼らのためにもまず先頭のオレがきっちりと不正を見つ

け、「油断するなよ！」ということを教えてやらなければならない。

これこそ旅人同士の無言のチームワークである。このメンバー
ならば、ノルディック複合制覇も夢ではない。

　その場から動かずにルピーを１枚１枚数えていると、なぜか後ろ

の白人旅行者が次々とオレをなじってきた。

「おいジャパニーズガイ！　そんなこと向こう行ってやれよ！」

「そんなんじゃ明日んなっちまうだろ！　ヘッ！」

　……。

　はーい。そうします (号泣 )。
　どうやら僕らには少しチームワークが欠けているようです。
白人め～。帰国したら静岡新聞のけんみん広場に投書してやるぞ！

　なんとか無事両替は果たし、空港ですべきことはすべて済んだ。

あとは、タクシーに乗ってデリー市内へ向かうだけだ。空港の中か

インド体感

ノラを抱えて記念撮影。２匹の迷惑を

１ミリたりとも考えていない

　タラップから吐き出される大量のインド人に混じり、生まれて初

めてのインドの地に降り立つ。

　とりあえず入国審査の長い列へ。

　待つこと 10 分。

　30 分。

　60 分。

　進まねえ。
　入国管理官の動きをボーっと見ていると……パスポートを受け

とって「ハァーッ（ため息）」。ページをめくって「ハァーッ（ため

息）」。入国スタンプを押して「ハァーッ（ため息）」。入国カードを

見て「ハァーッ（ため息）」。パスポートを返してお茶を飲み一服。

　働けコラ。
　なんなんだよそのため息は！　まったく、これがインド時間とい

うものなのだろうか。結局１時間後、夜の 11 時近くになってよう

やく入国を果たし、ロビーに出る。

　早速持って来たドルを、空港の銀行でインド通貨であるルピーに

両替することにした。窓口のおっさんに 100 ドルを渡すと、目の

前にドドーンとルピーの札束が積まれる。しかしここで受けとって

すぐに立ち去ってはいけないのだ。フフフ……両替についてはちゃ
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らチラッと入り口を見る。うおっ！　な、なんだこれは……。
　フェンスにへばりついて旅行者が出て来るのを今か今かと待ち

構えている、すさまじい数の客引きインド人達。その情熱はまるで

タッキー＆翼の出待ちをする夢見る少女達である。客引きにはつ
いて行かない方がいい。理性ではそうわかっていても、自分がタッ
キーになったという喜びの方が強く、思わず彼らの呼ぶ方にふ
らふらと足が向かっていってしまう。

　その時だった。

「あの、すいません。日本人の方ですか？」

　振り返ると、バックパックを背負った１人の小柄な日本人の少女

が立っていた。

「よかったらニューデリーの駅の方まで一緒に行きませんか？」

　こ、これは……。

　逆ナン？
　なんてこった！　こんな外国で着いた途端いきなり逆ナンをされ

るとは……！　モテモテじゃないか！

　まあ確かに、オレは最近よく女の子に声をかけられるようになっ

た。Ｔシャツを週に一度は必ず洗濯するようにしたためか、駅前を

歩けば手相の勉強をしている人に、本屋に行けばヘンなブースの中

で英語の教材を扱っている人にと、本当によく女の人に呼び止めら

れることが増えた。その度にちゃんと話もしてあげている。しかし

まさか外国で逆ナンをされるまでになるとは……！

　話をした結果、シホという名前の彼女とはニューデリー駅前の安

宿街・メインバザールまでタクシーをシェアして行くことになった。

ふふふ……こんなかわいい子と２人で夜に宿探しができるなんて、

インド最高。しかも運悪く部屋がいっぱいで、「お客さん、今夜は
あいにく一部屋しか空いてないんですよ。ベッドも１つしかなくて

……」なんてことになったら……ムフ。ムヒヒひひ。にょへひゃ。

　一応客引きは避け、正式な空港タクシーで市内へ向かうことにし

た。空港内にあるカウンターで金を払い、タクシーに乗り込む。

　運転手は以前旅行会社に勤めていたとかで結構日本語がうまく、

緊張するオレとシホを尻目に、勝手に盛り上がりだした。

　その後数 10 分の間、タクシーの中では運転手の１人語りが続い

ていた。砂漠の国ラジャスターン地方がいいだのどこがいいだの

色々言っていたのだが、すべて忘れた。
　そして運転手は、オレ達が今夜の宿が決まっていないと言うと、

とても親身になって心配してくれる。夜遅いメインバザールは泥棒

が多くて危険だとか、安全でいい宿を知っているとか、一生懸命あ

りがたいアドバイスをしてくれる。おー、なかなかいいやつだ。

　……というか、怪しいぞ。おまえ。だんだん営業トークがあか
らさまになってきたと思ったその時。ある建物の前で車が止まる。

「ココはワタシのはたらいてるリョコウガイシャねー！　あんぜん

なホテルみつけてアゲルねー！」

　……。

　ばんざーい！　ばんざーい！　『地球の歩き方』に書いてあっ
たとおりだ！
　まさしくガイドブックの面目躍如。運転手は近くのオフィスで今

夜の宿やツアーの手配をしてくれるそうだ。やさしいんだね。

　当然オレ達は降りないが、車は止まったままだしインド人は降り

ろ降りろうるさい。

　ここはオレがなんとかしなければならない。きっとシホは初めて

の海外トラブル体験でビクビクしているに違いない。オレも負け
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ないくらいビクビクしているが、なにしろ記憶違いがなければ
確かオレは男だ。ここはオレが１つビシッと決めて、目的地である

メインバザールに向かわせよう。……といっても、いつ誰がどこで

どのようにビシッと言えばいいのかはちょっと難しい問題だ。

　運転手はとにかくオレ達を降ろそうとしてくる。

「これワタシのキモチねー。ワタシのカイシャ、信用できるホテル

いっぱい知ってるねー。だから今夜はココで……」

　うん、ビシッと言わないといけないが、一応運転手さんとは初対

面だし、まず彼が喋っている間は素直に聞いてあげよう。人が話を

している時は最後まで聞くのがマナーじゃないか。朝まで生テレビ

だって、全然守られてないけど本当は挙手をして田原総一郎に指名

されてから発言するというルールがあるのだ。

　ただ運転手は絶えず喋り続けているので、いつオレに順番を回し

てくれるかよくわからない。そうすると、まずはどうやって発言権

を得るかという作戦を立てることが必要だ。ちょっと落ち着いて、

発言するためにどうすればいいかを考えて……。

「ノーストップ！　ゴー！」

「オー、でもこのじかんはアブナイから……」

「うるさいんだよ！　ゴー・トゥー・メインバザール！」
「……ォゥ」

　あら。

　……。

　どうやらシホさんが話をつけてくれたようでございます（涙）。
　気分を損ねないよう配慮を計りながら話を聞いてみると、なんと

シホさんはオレとは違い旅行経験過去 10 数回を誇る大ベテラン、

山下清と松尾芭蕉を足して２を掛けたような旅の猛者だということ

だった。た、頼もしい……。

　シホさんの睨みに負けてしぶしぶ車を出した運転手はその後も

ずっとボヤいていたのだが、今度は素直にニューデリー駅へ到着。

時間は深夜 12 時近いが、さあ、今から今夜の宿探しである。

　ここでデリーとニューデリーについてちょっと説明すると、この

２つは言ってみれば横浜と新横浜、加勢大周と新加勢大周みたいな

もので、ニューはつけどもその実はほとんど同じようなものだ。デ

リー市という市の中にニューデリーという場所があるのです。

　ということでうるさいタクシーから解放され、ひと息ついて辺り

を見回す。もう日付が変わろうという時間だ。

　暗い。なんだこの暗さは……。街灯などなく、ほんのちょっと
の明かりだけが左右のくたびれた建物から細々ともれている。辺

りでは、闇に同化したホームレスやノラ犬が目を光らせて２人の外

国人に注目。これはすごいとこに来てしまった……。ガイドブック

を開いても、明かりがないためなにも見えない。これなら新宿の個

室居酒屋のエロチックな照明の方がまだ明るい。確かに光量が少な

いせいでホームレスもノラ犬も５割増しでセクシーに見えるが、
だが本当にこんなところで宿など見つけられるのであろうか……？

　デカイ荷物でキョロキョロしながら歩いている旅行者をインド人

が見逃すはずがなく、次から次へと宿の客引きがやって来た。その

中の１人について行くと、色の消えかかった看板が掛かっている、

道沿いのオンボロな建物に連れて行かれる。

　これがインドの宿か。心なしか宿全体が傾いているように見える。

これはもしかして規定の耐震強度を満たしていないのではないか？
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ねえ、念のため設計士の名前確認してみたほうがいいよ。今話題
のあの人じゃないかどうか。
　ドア１つ入ると受付があり、ガタついた机と床に書類や毛布が散

乱している。オレとシホさんを先導して狭い階段を上ってゆくイン

ド人の客引き。

「そうそう、おまえら部屋はダブルでいいんだよなー」

「ああ。オレは別にダブルで……」

「……じゃあオレもシングルで（涙）」

　結局案内された部屋は、希望どおりひと部屋 80 ルピー（200 円）
のシングルルーム×２であった。支払いを済ませ部屋に入ると、な

ぜか宿のオヤジがオレを追いかけ声をかけてくる。

「なあにーちゃん、いいものがあるんだけど」

　そういって懐からとり出したのは、ビニールにぐるぐる巻かれて

いる、青黒いタバコのようなものだった。

「ガンジャーだよ。どうだ。1本 500 ルピーにまけとくぜ」

「ええっ！　ガガガガンジャーだってっ !!」
「コラ！　でかい声を出すんじゃない！　静かに話そう。静かに。で、

どうだおまえ。１本買えよ。ハイになれるぞ」

「ハイですか？」

「ハイです。ベリーグッドクオリティだぜ！」

　ガンジャーとは、大麻のことである。インドではドラッグが日常

的に出回っているようで、旅行者の中には結構手を出す人も多いよ

うだ。だが、オレを他の人間と一緒にしてもらっては困る。オレの

姿を見て「コイツは買いそうだ」と思ったのならそれは大いなる誤

算だぞ。いいかオヤジ、よーく聞くがいい。

　オレは、そんじょそこらの旅行者とは違い、臆病だ（涙）。

　いやいや、そういう問題じゃないんだけど、いりませんから。
しつこく迫ってくるオヤジを部屋からシッシと追い出す。

　ちなみにこの部屋、ベッドはほとんど粗大ゴミレベルな上に窓が

思いっきり外れており、外から侵入し放題である（涙）。まあ萌え

系の女の子が侵入して来る可能性もなくはないが、同時に泥棒も
強盗も出入り自由である。防犯もくそもあったもんじゃない。
　さて、もう１時近くではあるが、シャワーを浴びに行くことにす

る。普段から年に 1回は必ず部屋の掃除をするほどキレイ好きな

オレは、１日でもシャワーを浴びれないということが我慢できない

のだ。幸いトイレ兼用のシャワールームがこの部屋のすぐ近くにあ

るらしい。着替えを持って意気揚々とシャワーへ向かうと……。

あ、あった。

　

　　　ま、１日くらい浴びなくてもいいだろ。
　

　仕方なくオレは着替えもせずに、微生物達の快適な住み家だと思

われる瓦のように固い毛布にくるまり眠りにつくのだった。

「シングルがいいんだけど！」
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↓これがインド式トイレだ！

※これはこの宿のトイレではな

く、他の所にあったものすごく

キレイなトイレです。実際はこ

の宿のものを含めほとんどのト

イレは撮影に耐えうる状態
ではありません。

　では、実際にこのトイレでどのように事を済ませるのか詳しく説

明していこう。

　まず写真からわかるように、形としては日本の和式トイレと非常

によく似ている。やり方も途中まではまったく同じである。ちなみ

に方向は写真奥の方を向いて座ることになる。と思う。これは他
の人のを確認していないため確実ではない。

　さて、ひとしきりスッキリした後で、日本とインドの文化の違い

が現れる。

　インド式トイレには紙はなく、手の届く高さに

蛇口がついており、その下には大抵右の写真のよ

うに小さなバケツのような入れ物が一緒に置いて

ある。

以下、汚れたおしり♪　を清潔にするための手順。

１．まず蛇口をひねりバケツを水で満たす

２．右手にバケツを持ち、左手を尻に接近させて構える

３．右手を敏速に動かし、尻に水をかける

４．尻に水がかかったと同時に、左手の指でキレイに拭き取る
５．何度か２～４を繰り返し

６．バケツの水を左手にかけ、キレイに洗う

不浄の左手　　　 

読売新聞インド支社の子供

　幸いにして、そして不幸にして、強盗に入られることもネコ耳の

萌え系少女が飛び込んで来ることもなく、無事に朝を迎えることが

できた。手足や背中に痒みを感じて見てみると、何ヶ所か赤く腫れ

あがっている。どうやら微生物達も無事オレの体に引越しを済ま
せたようだ。国籍は違うけどこれからは一心同体だ。仲良く共存
していこうね。

　さて、呻き声をあげながらモソモソと起きだしたオレは、ここで

一大決心をする。なんの決心かというと、トイレに行くという
決心である。

　インドでは左手は「不浄（汚い）の手」とされていて、食事の時

や握手する時は必ず右手を使わなければならない。なぜなら、イン

ドではトイレでトイレットペーパーの代わりに左手を使うのだ。
もちろん左手にはミシン目は入っていないし、普通左手は 1本し

かないので使い捨てにもできない。ということで、左手はその人の

尻を拭いた手であり、汚いもの、という扱いを受けているのだ。
　そんなインド式トイレに初トライするには相当な心の準備が必要

だ。念のため日本から芯を抜いたトイレットペーパーを１ロール持

参しているのだが、それはジョホールバルの岡野と同じであくまで

も秘密兵器であり、もしもの時のためにとっておかなければならな

い。

立ち読みサンプル
はここまで


