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訪れた国 

 

１：アメリカ ２：イギリス ３：フランス ４：ベルギー ５：ルクセンブルグ  

６：オランダ ７：ドイツ ８：デンマーク ９：スウェーデン １０：イタリア 

１１：オーストリア １２：ハンガリー １３：モナコ １４：スペイン  

１５：ポルトガル １６：スイス １７：ヴァティカン １８：韓国 １９：台湾  

２０：シンガポール ２１：マレーシア ２２：タイ ２３：カンボジア  

２４：ベトナム ２５：ラオス ２６：中国 ２７：インド ２８：トルコ  

２９：シリア ３０：レバノン ３１：ヨルダン ３２：イスラエル ３３：エジプト  

３４：ペルー ３５：ボリビア ３６：チリ ３７：アルゼンチン ３８：ウルグアイ  

３９：パラグアイ ４０：ブラジル 
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散策した都市 

 

ロンドン パリ ベルサイユ ドル モンサンミシェル ポントルソン  

ブリュッセル アントワープ ルクセンブルグ ブルージュ アムステルダム  

ザーンセ・スカンス ハーレム ライデン デン・ハーグ ブレーメン ベルリン  

オラニエンブルグ ポツダム ハンブルグ コペンハーゲン マルメ ケルン  

ゴブレンツ ザンクト・ゴアル バッハラッハ マインツ フランクフルト  

ミラノ ヴェローナ ベネチア ウィーン ザンクト・ペルテン ブタベスト  

センテンドレ インスブルグ ザルツブルグ ミュンヘン フッセン ジェノバ  

ニース カンヌ アンティーブ モナコ マルセイユ アルル アヴィニョン  

バルセロナ グラナダ コルドバ マドリッド リスボン シントラ ベルン  

ジュネーブ ニヨン ローザンヌ インターラーケン グリンデルワルト  

ルチェルン チューリッヒ フィレンツェ シエナ ピサ アッシジ ローマ  

ヴァティカン ソウル 水原 慶州 釜山 晋州 台北 基隆 キュウフン  

金瓜石 淡水 シンガポール マラッカ クアルランプール  

バタワース（ペナン島） バンコク アユタヤー チェンマイ シュリムアップ  

プノンペン ホーチミン ホイアン ミーソン フエ ハノイ ハロン湾  

ビエンチャン ルアルパパーン 北京 大同 平遥 洛陽 嵩山（少林寺）  

西安 成都 峨眉山 楽山 香港 マカオ 広州 アモイ（コロンス島）  

永定（福建土楼） 武夷山 杭州 黄山 西逓 蘇州 上海 デリー  

ジャイサルメール ジョードプル プシュカル アジメール ジャイプル  

アーグラ バラナシ ブッダガヤ イスタンブール セルチュク（エフェス遺跡）  

パムッカレ カッパドキア アレッポ ダマスカス パルミラ ボスラ  

バールベック ベイルート  ビブロス アンマン ワディムーサ（ぺトラ遺跡）  

アカバ エルサレム エン・ゲディ（死海）エイラート ダハブ  

シナイ山（聖カトリーナ） カイロ ギザ ルクソール アスワン アブ・シンベル  

リマ ナスカ クスコ マチュピチュ プーノ ラ・パス ウユニ（ウユニ塩湖）  

サン・ファン ラグーナ・コロラダ サン・ペドロ・アタカマ サンティアゴ  

サルタ メンドーサ ブエノスアイレス コロニア・デ・サクラメント  

エンカルナシオン サンパウロ リオデジャネイロ  

+アメリカ合衆国３０都市  
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１ はじめに 

 

私はこれまで北米、ヨーロッパ、アジア、中東、南米と巡り、海外４０ヶ国、１８０

都市を訪れている。これらの旅は個人的な興味から行われたものであり、全て個人の負

担で賄われている。 

その私の経済状況といえば年収二百万円を切るような低所得者である。その語学力は

中学英語そのものであり、とりあえず意思が通じれば良いといった具合である。それで

も格安航空券を購入して海外に乗り込んでしまえば旅ができてしまう。地域の人びとと

仲良くなり、ときにはケンカをし、ときには励まし合うこともできる。考えると難しい

が、やってみると案外簡単なのがバックパッカーだ。その結果として、通常の生活では

味わえない充実感を得られる。 

私は町を歩くのが大好きなので、街並みを眺めながら歩きまわっている。遺跡や宗教

施設も大好きなので、そのような場所を訪れることが多い。また、芸術や文芸も大好き

なので、そのような機会があったら飛び込む。 

旅のやり方は人それぞれだ。自分のやり方にそった旅をすれば良い。こうしなければ

ならないとか、そうしなければならないといったものは基本的にない。唯一あるとすれ

ば、相手の文化を認めてそれに従うことくらいだ。そこは日本ではなくて他国なのだと

いうことを自覚して、その地域の文化に合わせて行動すること。 

本稿は、若者たちに旅のやり方のようなものを伝えることで、旅に出るひとつの切掛

けになってくれたらといった願いから書かれている。本稿がバックパッカーに興味があ

る若者たちのヒントになれば幸いである。 

 若者たちよ、迷わず、恐れず、どんどん地球を歩いてくれ。 
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２ 旅の目的 

 

現在、インターネットの普及で、自宅にいながらにして多くの情報に触れられるよう

になった。しかし、これら多くの情報のなかには正確な情報がある一方で、間違っては

いないが古い情報、大きく間違った情報、好い加減な情報、操作された情報が混在して

いる。大手のマスメディアが扱っている情報にしても、一方的な視点による記事や十分

な考察を踏まえていない主張が多く含まれている。 

断片的な情報や表面的な情報が氾濫しているなかで正確な情報を得る手段は、情報の

発信地に足を運び、自分自身で現状を見ることである。そこには広められている伝聞と

は違う姿がある。机上で考えていたことや、思いを巡らせていた世界とは異なる現実が

そこにはある。その地域に行ってようやく、その地域を肌感覚で捉えられる。現地の人々

と触れあって会話をすることで、ようやく本当の姿が見えてくる。 

大切なのは情報の消費者にならないことだ。情報の消費者は与えられた情報に惑わさ

れて正しい判断ができなくなる。 

どうせなら情報の消費者から脱皮して、情報のつくり手になろう。情報のつくり手に

なることで情報の信憑性を見抜けるようになる。情報を斜めから見ることで今まで見え

なかったものが見えてくる。どのように事実が捻じ曲げられ、どのように真実が覆い隠

されるのかを想像できる。そう、現場に足を運び、そこの空気を感じることで、いろい

ろなことがわかる。 

こうした肌感覚がないと身近な地域をすっとばして、いきなり国論になってしまう。

身近な人々をすっとばして、いきなり国際論になってしまう。中間がごっそり抜け落ち

ているので、おのずと間違った結論に達する。 

自分がいて、身近な人々がいて、地域の人々がいて、それぞれの国民がいて、民族や

宗教があって、アジアや中東やヨーロッパやアフリカやオセアニアや北米や南米などが

ある。見える景色がどんどん広がって、触れ合う人々がどんどん広がって、そのずっと

向こう側に国論や国際論というものがある。 

それはＲＰＧゲームと同じようなものだ。はじまりの村に留まっていながら最終ステ

ージのラスボスと戦う算段をするのは滑稽だ。次の村、次の村と進んでいくなかでラス

ボスの攻略が見えてくる。 

 たとえば、ラーメンには味噌ラーメンやとんこつラーメン、塩ラーメンや醤油ラーメ

ンなど多くの種類がある。人それぞれに好みがあるだろう。その好みは多くの種類のラ

ーメンを食べたうえで、自分の感覚で決めた好みである。もしも醤油ラーメンした食べ

たことがなければ、醤油ラーメンしか知らないので、好みもへったくれもなくなる。 

 海外の常識や習慣もこれと同じだ。日本の常識や習慣しか知らないのであれば、比較

のしようがないので好みもへったくれもなくなる。馴染みのある常識や習慣を正義とし、
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むやみやたらに他国の常識や習慣を非難するような排他的思考に陥る。 

旅をするうえで大切なのは、相手の伝統や文化を尊重し、相手の常識や習慣にあわせ

て行動することだ。まさしく「郷に入れば郷に従え」であり、そうすることでようやく

その地域の伝統や文化を肌感覚として捉えられる。海外の国々と比べて、日本がどのよ

うな国なのかわかる。 

海外に行ったら先入観を持たず、そこにあるひとつひとつをしっかり見よう。他の人

よりもその地域をよく知っているといった思い込みは、かえって本質を見誤る結果にな

る。 

いろいろなラーメンを食べるように、いろいろな常識や習慣と直接触れあって、本当

の姿を見定めて欲しいと願う。 

 若者たちよ、迷わず、恐れず、どんどん地球を歩いてくれ。 

 

３ バックパッカーとは 

 

バックパッカーとはリュックを背負って海外を旅している者のことだ。 

個人で飛行機や列車、バスのチケットを購入し、個人で宿泊先を探し、個人で世界中

の各都市を歩いている。そのためトラブルに巻き込まれるのが常である。そのトラブル

を楽しむのが旅の醍醐味でもある。 

一口にバックパッカーと言っても、その方法論は千差万別だ。資金に余裕のある者は

のんびり旅をしているし、私のような低所得者は過酷な旅をしている。馬鹿パッカーと

呼ばれる、トンチンカンなバックパッカーがいるのも事実だ。 

それでも行動することに意義がある。たとえ馬鹿パッカーであったとしても、行動し

ない者よりは遥かにマシだ。 

旅の方法論は人それぞれで良いのであり、自分の都合に合わせて気楽に旅をしよう。 

大切なのは「とりあえず」だ。 

とりあえずパスポートをつくって、とりあえず情報を入手してみて、とりあえず格安

航空券を購入して、とりあえず出国してしまう。とりあえず、その後は何とでもなる。 

正直なところ、バックパッカーをやっても社会的な評価は得られない。いくら海外を

歩いて国際感覚を磨いても、いくら海外の人々と触れあっても、帰国後のキャリアパス

について、その受け皿は日本社会にほとんど存在しない。むしろ海外を見てきたような

者は面倒な印象があり、なんとなくマイナスイメージとなって敬遠されてしまう。なに

より勤続年数がものをいう就社型の日本社会では、社会システムから一旦離れてしまう

のは大きな痛手になる。そのうえ、バックパッカーをやっても、楽しくもなければ面白

くもないのである。ひたすら不便で、ひたすら辛くて、ひたすら苦しいだけだ。 

「それなのにどうして旅をするのか？」 
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 そう問われたなら「そこに世界があるからだ」と答える。 

 この世に産まれてきて、海外を歩くチャンスがあるのに、それをしないというのは勿

体ないにも程がある。たくさんのものを観て、たくさんのものを感じて、たくさんのこ

とを経験したいのだ。 

ぶっちゃけ、日本社会などクソでも食らってろ、といったところだ。 

ハハ。な～んちゃって。 

 

 さてさて、下の図にあるように、人の持つ世界は三つの構造にわかれている。 

 

 
（はじめての現象学 竹田青嗣著作より抜粋） 

 

まずは目に見えて手で触れられる具体的な世界がある。その向こう側に情報から得ら

れる伝聞の世界がある。そのずっと向こうに想像から得られるフィクションの世界があ

る。 

具体的な世界を広げることで、情報から得られる伝聞の世界も見えてくる。海外の常

識や習慣を感じることで、これまで見えなかったものが見えてくる。海外の伝統や文化

を知ることで、海外の国々と比べて日本がどのような国なのかわかる。 

それを知りたい欲求がバックパッカーを旅に追い立てる。たとえそれが日本社会での

マイナス要因だとわかっていても、人生を捨てて旅に出る。 

世界の国々はいつだって刺激に溢れていた。旅は香辛料のように刺激的であり、多種
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多様な香りをはなっている。 

旅は通常の生活では味わえない達成感や充実感を与えてくれる。旅の途中は横になっ

て眠れるだけで有難いと思えるし、食事ができるだけで感謝の心で一杯になる。濡れた

タオルで体を拭けたらもう最高の気分だ。通常の生活ではごく当たり前のことが、旅を

していると当り前ではなくなる。 

 たとえば、海外で最初に聞かれるのは国籍だ。国籍は簡単な会話の糸口になると同時

に、相手の人物像を把握する材料にもなる。 

国によっては出国税や入国税、入国ビザの代金など、国籍によって金額が異なる。ア

メリカ人は５０ドルで、日本人は１０ドルだったりする。韓国人の入国は許可されても、

日本人の入国は拒否されたりする。日本人だから優遇されることもあれば、舐められる

こともある。その度に私は、日本人としてのアイデンティティー（共同体意識）を刺激

される。海外で日の丸を目にすると、嬉しくて活力が湧いてくる。 

日本人に囲まれた日本で暮らしていると、誰もが国籍の有難みを感じなくなる。不健

康になった時に健康の有難みがわかるのと同じだ。 

日本人という枠組みを越えたくて海外に行くのに、海外では日本人という枠組みを押

し付けらる。そして日本人であることを強く意識させられる。 

……おかしな話だ。 

 そのような、おかしな経験を多くの若者にしてもらいたと願う。 

 

４ 治安について 

  

念のため申し上げておく。 

紛争地域に足を踏み入れるのは、スポンサーのついているジャーナリストのような者

であり、そういう者は報酬を貰って仕事をしている。現地でガイドを雇う資金的な余裕

があり、最低限の安全を確保できる環境が整えられている。 

 バックパッカーは仕事とは違う。あくまで個人の資産と裁量で旅をしている。 

ほとんどの場合においてバックパッカーは、その資産に乏しく、貧乏旅になる。よっ

て紛争地域のような危険な地域に行くのは難しく、この点はお間違えのないようお願い

しておく。 

とはいえ、治安の悪い発展途上国や貧困国を巡ることもある。日本で暮らしているよ

うな性善説は捨てて、どこまでも性悪説で対処しよう。これはバックパッカーの基本中

の基本だ。 

 では、具体的にどうするのか。 

 私は旅をするとき、自らを『俺様』としてキャラ化している。異文化に飲み込まれな

いよう、足元をみられないよう、強い気持ちで旅をしている。日本人から金を巻き上げ
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ようとする者たちと対峙するとき、自分を強く持っていないと負けてしまう。そっちが

やるなら、こっちもやるぞといった殺気がどうしても必要になる。 

 話しかけてくる者には下心があるので、自分から尋ねる癖をつけよう。それだけで多

くの危険を回避できる。とくに日本人サッカー選手など著名人の名を口にしながら近づ

いてくる者は要注意だ。 

 高額請求されたとき、呼び込みを断るとき、怪しげな奴らがまわりにいるときは気合

いで乗り切る。相手も外国人が恐いので、気合いさえ持っていれば大丈夫だ。弱気にな

ればトコトン付け込まれるので、カチンときたらどなり散らしてやろう。私はそのよう

に旅をしてきたので、なにひとつ危険な目にあわなかった。 

 トラブルを楽しむことが大切だ。 

 トラブルがあるとドラマになる。かけがえなのない刺激になる。だからトラブルが起

こるとラッキーボタンがチカチカする。そりゃ、トラブルが起こっている最中は大変だ。

不安だし、不愉快だし、危険を伴う。でも終わってしまえば大切な思い出だ。 

今ではトラブルが起こると嬉しくなる。トラブルを楽しむ余裕がある。それくらいの

気持ちで旅をしよう。 

 

 
 

５ 語学について 

 

 世界の共通語は英語である。 

これは産業革命によりイギリスが世界の覇権を握り、第二次世界大戦以降、アメリカ

合衆国が世界の覇権を引き継いだことで確定してしまった。そのため、私たちは中学や

高校で望んでもいないのに英語を教え込まれている。 

もう少し詳しく説明しておく。 

軽い気持ちで旅立とう 
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産業革命で強国となったイギリスは、１５８８年当時、無敵と恐れられていたスペイ

ン艦隊（アルマダ）を撃沈した。１６００年には東インド会社を設立して、アジア方面

に覇権を広げていく一方で、北米大陸、オセアニア、アフリカなどにも植民地をつくっ

た。これによって英語の使用者が劇的に増えた。 

第二次世界大戦後は、アメリカが経済と軍事の圧倒的有利を確立し、アメリカ文化が

世界中に広まった。英語はそうした過程の中で、世界共通語としての地位を確立した。 

母国語では、北京語が九千万人で最も多いが、言語使用者では英語が一億二千万人と

最も多くなっている。 

よって現在、ほとんどの国際機関の公用語は英語になっている。航空管制は勿論のこ

と、学術の世界でも英語で論文を執筆するのが標準である。 

 一部の日本企業では、グローバル化を視野に入れて社内公用語を英語にしている。そ

れに呼応して一部の大学では英語のみの授業を行っている。こうした英語偏重の風潮に

対して、「母国語である日本語をしっかり教えるべき」との批判がある。 

しかし何事も比べる対象があって、ようやく本質を理解できる。他の言語を知ること

で母国語の理解が深まる。日本を知るには、外国を知る必要があり、外国を知るには英

語を話せる必要がある。 

日本語と英語を使える者と、日本語のみ使える者の言語能力を比べた場合、その差は

歴然である。両方使える者の方が文章力、読解力、語彙力、全てにおいて勝る。 

 さてさて、イギリスで生まれた英語は、アメリカを飛び越えて、現在では独自の歩み

を進めている。インド人の英語が最も基本的な英語とされており、学術発表などで使わ

れる論文はインド英語が使われている。そのため、イギリス人の英語はイギリス訛りで

あり、アメリカ人の英語はアメリカ訛りとされている。 

つまり、日本人の英語は日本人訛りで大丈夫だ。ただし、発音だけはしっかり勉強し

ておこう。発音ができていないと片言の単語も通じなくなる。発音さえしっかりしてい

れば、中学英語くらいの英語力で、海外に行っても生活できてしまう。あとは気合でど

うにでもなる。 

 ちなみに世界には英語の通じない国もたくさんある。中国などの漢語圏や南米などの

スペイン語圏がその代表例だ。 

漢語とスペイン語は世界的に使用者が多いため、英語の重要性が低いのだろう。それ

以外の国でも、小さな田舎町では英語が通じないことがよくある。 

それでも私はこれまで旅をしてきたのだから、たとえ言葉が通じなくてもなんとかな

る。相手も人間なので、片言の単語やジャスチャーである程度は乗り越えられる。コミ

ュニケーションをとる意識さえあれば、雰囲気が相手に伝わってどうにでもなる。 

語学は旅を快適に行うひとつの道具だ。その道具がなくても旅はできる。語学力を理

由にして旅をしない者は、語学力がないから旅ができなのではなく、勇気がないから旅
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ができないのだ。さぁ、勇気を持って旅立とう。 

 

 
 

６ 所持金と相場 

 

世界の共通通貨はＵＳドルである。 

 ＵＳドルを持っておけばほとんどの支払いは対処できる。 

 私の場合、いくらかの日本円と、いくらかのＵＳドルと、そしてクレジットカードを

持ち歩いている。主要都市なら、ほとんどの両替所や銀行で日本円を現地通貨に両替し

てくれる。 

日本と馴染みの薄い国の場合、ガイドブックに「日本円の両替はできない」と記載さ

れている。でも実際は両替所で日本円を扱っている。ただし、両替レートは悪くなる。 

両替レートは、その国でどれくらい日本円の需要があるかによって変わる。アジア圏

や欧米圏では良いレートで両替できるし、中東や南米などは両替レートが悪くなる。 

国境付近はどこの国でも極悪レートになっている。両替する場合は最低限度に留めて

おこう。とりあえず街まで行けば、両替所や銀行がたくさんある。両替をしてくれるユ

ースホステルもある。高級ホテルでは宿泊客へのサービスとして、良いレートで両替し

てくれる。私は宿泊者のふりをして何度か両替してもらっている。 

ちなみに、貧困国や発展途上国で一万円札を両替すると金額が大きくなる。大きな金

額は嫌がられるので、千円札を所持しておこう。 

 日本円の両替が難しいときは、ＵＳドルやユーロを使う。ＵＳドルはほとんどの地域

で両替できる。現地通貨よりも US ドルでの支払いの方が喜ばれる場合もある。旅立つ

前に成田空港でＵＳドルを購入しておこう。 

 とはいえ、現金の所持は盗難のリスクがある。そこで活躍してくれるのがクレジット

捕まる私 
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カードだ。交通料金や入場料、宿泊費の支払いなど使い勝手が良い。現地通貨もＡＴＭ

でその都度引き出せる。ＡＴＭ手数料を取られるが、両替所よりもレートが良い場合も

ある。 

 そして相場。 

観光客相手の商売人は、みんながみんなふっかけてくる。相場情報を前もって知って

いても、インフレやらなんやらで相場は常に変動している。相場情報はひとつの目安と

して考えておこう。 

 旅をしているとどうしてもタクシーを使うことがある。土地勘がない地域で、目的地

までの距離もわからず、相場もわからず、タクシー運転手との料金交渉がはじまる。私

は数人のタクシー運転手と交渉して、相場を把握してから乗車している。それでもみん

ながみんなふっかけるので、適正相場を把握できないこともある。そのときは百円くら

いのボッタクリは仕方がないと諦めよう。相手も必死なので毎回だと流石に疲れる。大

切なのは大きくボラレないことだ。 

 基本的に日本人はふっかけられる。 

高所得者のツアー客が、日本に比べたら安いからといった発想で、安易にボッタクリ

に応じるからだ。そのせいもあって、日本人は幾らでも金を払うと思われている。 

低所得者の日本人バックパッカーは、いつも迷惑を被っている。 

 

 
 

７ バックパックについて 

 

 滞在方法には２つのパターンがある。 

一つ目は、一定の地域に長く留まる長期滞在型。 

二つ目は、次から次に移動していく短期滞在型。 

ガソリンを入れる運転手 
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貧乏性の私は短期滞在型である。限られた滞在日数のなかでたくさん観て、たくさん

の経験をしたいと考えている。時間を有効活用し、できるだけ出費を抑えるため、夜行

列車や夜行バスでの移動を繰り返す。 

 訪れた都市で上手い具合にリュックを預かってくれる施設があれば良いが、ない場合

もある。そのときはリュックを担いだまま街中を散策し、ときには山越えだってする。

だから持ち物は少なければ少ないほど良い。身軽であることは防犯にも繋がる。バスや

電車の車内は盗難が多いので手元にリュックがあると安心できる。 

実際に私はこれまで何一つ盗まれずに旅をしてきた。 

バックパッカーの旅は観光旅行とは別物なので、快適な旅など無いと割り切ろう。不

要な物はどんどん捨てて荷物を減らそう。 

 必要な小物類を記載しておく。  

 爪きり、耳かき、ノート、ボールペン、トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、

石鹸、タオル、小さなハサミ、バンドエイド、南京錠、耳栓、アイマスク。 

 これらを１００円均一でそろえておこう。現地でも調達可能だ。 

 耳栓とアイマスクは就寝するのに天と地ほどの差がある。 

ユースホステルは４人～８人程で部屋をシェアするので、いびきの酷い者がいると眠

れなくなる。夜行列車や夜行バスも同じ。大通りに面している安宿の騒音はかなりのも

の。ときには朝っぱらからあえぎ声も聞こえてくる。 

 部屋が汚いと虫が怖くて消灯を躊躇ってしまうので、アイマスクがあると助かる。ア

イマスクはタオルをまぶたに巻いても代用できる。 

 １００均にないものとして、充電のための変換プラグがある。国によってコンセント

の形式は様々だが、万能型の変換プラグが二千円程で売っている。スマートフォンなど

の充電に欠かせないので用意しておこう。 

ちなみに電圧を調整する変圧器は不要だ。最近の電子機器は自ら電圧調整してくれる

ので、普通にそのまま差し込めば大丈夫。 

 風邪薬と胃腸薬などの薬品も必需品だ。海外は日本に比べて日中と夜間の温度差が激

しく、風邪をひきやすくなる。しっかり風邪薬を常備しよう。 

 私はほぼ確実に下痢になるので、下痢止めと胃腸薬も欠かせなくなっている。その他、

栄養補助食として幾つかのサプリメントも持っていく。かさばらないよう、小さな透明

袋に入れている。 

 そしてなにより重宝しているのがオロナイン軟膏だ。旅のはじめは歩きすぎで、どう

しても足の指先に豆ができる。その豆を小さなハサミで潰し、オロナイン軟膏を塗って

おけば翌日には治っている。バンドエイドを併用すれば、突発的な擦り傷にも対応でき

る。 

また、安宿は不潔なので、蚊や南京虫などに刺されて皮膚に赤い点々ができる。オロ
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ナイン軟膏はそうした痒みにも効果てきめん。 

さらにもうひとつ。下痢になるとお尻を拭き過ぎて痛くなってしまう。そこにもオロ

ナイン軟膏を塗っておけば痛くなくなる。オロナイン軟膏は旅を快適にしてくれる万能

薬であり、なくてはならないものとなっている。 

  

 
 

８ 衣類について 

 

 私のバックパックの写真を見て、本当にこれだけかと驚いた人も多いだろう。 

上着とズボンは着ているので、バックのなかに入っている衣類は下着と靴下、そして

タオルになる。下着を３枚～５枚程持ち、可能な限り手洗いでまわしていく。 

とはいえ、手洗いを禁止しているユースホステルもあり、安宿だと空調が悪くて乾か

ないこともある。夜行列車や夜行バスの移動が重なると洗濯物はたまっていく。そのた

め、ときにはコインランドリーも利用している。 

 実際のところ、旅をしているとＴシャツが生乾きだったり、パンツが生乾きだったり、

といったことはよくある。生乾きを着るのは気持ち悪いが、しばらく外を歩いていれば

乾いちゃう。そこらへんは旅をしていると慣れてくる。 

 旅をしながら着古しを適当なタイミングで捨てつつ、新しい衣類を購入している。そ

れらの衣服は旅の記念にもなるので一石二鳥だ。 

上着とズボンは着古しの、暗めの色合いのものがベストだ。着古しは「金を持ってい

ませんよ」といった防犯対策にもなる。ただでさえ外国人の顔をしていて目立つのだか

ら、目立たない服装を心がけよう。私はいつも若干破れているくらいの服を着ている。 

とくに女性は体のラインがわかるような服装はやめておこう。東アジアの女性は海外

でかなりもてる。セックス目当てで近づいてくる男がたくさんいる。積極的にアプロー

私のバックパックはこれひとつだけ 
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チされるので体を許す女性もいる。それはそれで個人の自由なので良いのだが、基本的

にだぶだぶしている服がベストだ。 

 地域によってはケチャップ強盗やマスタード強盗、さらにはウンコ塗りつけ詐欺とい

ったものがあり、やたらと衣服を汚される。いつでも捨てられるような服だと、そのよ

うなときでも平常心で対応できる。 

 いかに汚く、みすぼらしい格好をするかを心がけよう。 

 ちなみに西洋人は、ボロボロの上着とジーンズで旅をしているが、社交場に行くこと

を想定して、バックパックのなかに正装を一着入れている。ドレスコードに煩い西洋人

の面白さだ。そのため、西洋人のバックパックはやたらでかい。 

 

    
 

９ 食事について 

 

 日本のように水道水が飲める国は、世界的にみてごく僅かしかない。海外のほとんど

の地域は、水道水や生野菜を口に入れると、ほぼ間違いなく腹を壊す。だから私は常に

ミネラルウォータを手に持ったまま旅をしている。水分補給さえこまめにしていれば、

三日くらいなら食事をしなくてもなんとかなる。 

 私は旅程を詰め込むタイプなので、時間と旅費の節約のため食事を抜くことがある。

ヨーロッパを周遊していたときは、物価が高いため、ほとんど乾パンを食べて過ごして

いた。そのため、旅から戻ると１０ｋｇ程痩せている。 

 とにかく私は、必ずといって良いほど旅先で腹を壊す。 

貧困国や発展途上国では、小さな蚊やゴキブリが食材に混ざっている。それをわかっ

ていながら食費をうかせたいので、ついつい怪しい店で食事をしてしまう。リスクを承

知のうえで、果敢に怪しい食事に挑戦し、運が悪いと激しい下痢に襲われる。 

私の洗濯物 
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勘違いしている人が多いのだが、海外で日本と同じくらい衛生環境の整ったところで

食事をとろうとしたら、日本と同じ、いや、それ以上の食費がかかる。 

単純に金額を比較するだけなら貧困国や発展途上国の食事は安いが、よくよくキッチ

ンを見てみればハエが食材にとまっているし、食器は汚れている。衛生環境を考慮した

とき、日本の食事は世界のどの国よりも安くなっている。 

 食事が目的の旅人もいるだろうから、それはそれでたくさん食べて、どんどん下痢に

なってほしい。何事も経験だ。 

海外での下痢は日本の下痢とは違う。 

数日間寝込みたくなるくらい体調が悪くなる。それでも先の日程を決めているので無

理やり体を動かすといった具合だ。 

そのため、どうしても下痢のリスクを回避したいときは、もっぱらマクドナルドやケ

ンタッキーで食事をしている。衛生管理の基準が保たれているので安心して食事ができ

る。大好きなコーヒーも安く飲めるので、とても重宝している。 

 

 
 

１０ 宿について 

 

 基本はユースホステル（ドミトリー）を利用する。一段ベッドや二段ベッドが複数あ

り、４人～８人程で部屋をシェアするものだ。豪華なお屋敷を改装したユースホステル

もあれば、地下牢獄のようなユースホステルもある。それらを楽しむのも旅の醍醐味だ

ろう。 

 ほとんどの場合、ユースホステルはどこも安価で、清潔で、情報が豊富ときている。

スタッフは外国人に慣れているので気軽に相談に応じてくれる。同じ旅人である宿泊者

との会話は、「地球に住む人々」といった認識を与えてくれる。ユースホステルは旅人

危険がいっぱいの食事 
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にとって砂漠のオアシスの如く、なにもかも揃っている。 

 そのうえで、同室になった者の当たり外れは覚悟しておこう。ときには体臭がくさか

ったり、ときには話声がうるさかったり、ときにはいびきがうるさかったりする。馴染

みのない人たちと一緒に寝るのは、いろいろ落ち着かないものだし、こっちもこっちで

気を遣う。それはみんな同じだろう。 

この世にあるほとんどのことは金で解決できる。でも、それをしていたら幾ら金があ

っても足りなくなる。我慢で解決できることは我慢で解決して、どうしても解決できな

い時に金で解決する。 

 ユースホステルの無い都市は安宿を探す。安宿の情報を入手できれば良いが、ない場

合もある。そこで利用したいのが「客引き」だ。 

 新たな都市に到着すると、タクシーの運転手やツアーを勧誘する者など、多くの客引

きが待ち構えている。タクシーやツアーについては悪質な者がいるので気をつけよう。

しかし、ことホテルの客引きについては『客引き＝営業熱心」と考えて構わない。部屋

を遊ばせておくのが嫌なので客引きをしている。交渉次第でいくらでも料金を下げてく

れる。大切なのは部屋を見せて貰ったうえで、コミュニケーションを楽しみながら料金

交渉を進めること。プライバシーのないユースホステルばかりだと疲れるので、たまに

は個室に宿泊してゆっくりしよう。 

 週末は注意が必要だ。 

ユースホステル、安宿ともに満室になる。私もこれまで満室続きで困り果てた経験が

ある。そのときは金の力で何とかなると腹を決めて探してみよう。諦めずに探し続けれ

ば安宿に出会えるものだ。 

 もうひとつ、強くおススメしておきたい宿泊方法がある。それは寝台列車での宿泊だ。

私は旅の半分くらい、夜行列車や夜行バスに宿泊している。寝ているあいだに移動して

くれるうえ、宿泊費もうくので資金的に助かる。 

ただし、夜行バスは横になるのがむずかしいため、なかなか眠れず、どうしても睡眠

不足になる。体力的に辛いのだが、そこは仕方ないと諦めて乗車している。 

南米を旅していたときは、一日おきに夜行バスに乗っていたので、さすがに辛かった。 

 それに比べて寝台列車は、しっかりとした就寝スペースが確保されている。ガタンゴ

トンといった振動は揺籠にゆられているようで心地よく、いびきなどの騒音もかき消し

てくれる。ぐっすり眠れるのでおススメだ。 

 もちろん当たり外れがあって、臭かったり、汚かったり、話し声がうるさかったりす

る場合もある。それはそれで仕方がないと諦めよう。快適な旅などあり得ないので、お

おむね就寝が約束されているだけで十分だ。 

 ちなみに切符は、紙に詳細を書いて窓口に出せば、言葉が通じなくても購入できる。

英語が通じない地域では有効な手段だ。 
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１１ 情報について 

 

 ガイドブックの定番はダイヤモンド社が刊行している「地球の歩き方」だ。 

そのタイトル数は１００をこえていて、バックパッカーの痒いところに手が届く、定

番中の定番となっている。誤字や脱字、地図の大雑把さ、情報の不備といった不満も幾

つがあるが、情報を持たないと結果的に損をするので、しっかり購入しておこう。 

 現地でいちいち地域の人に聞いてまわるのはとても骨が折れる。そうした手間をガイ

ドブックは補ってくれる。 

 列車の時刻表も旅をするうえで欠かせないアイテムだ。列車のダイヤがわからないと

旅の予定が組めなくなる。旅先で購入できる時刻表は大きな戦力になるので早めに入手

ユースホステル 

寝台列車 
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しよう。 

 ちなみに、日本の鉄道ダイヤはとても細かく、秒単位にいたるまで隙間なく組まれて

いる。 

 海外は違う。 

たとえば、アメリカのアムトラックの列車やグレイハウンドのバスは三時間くらい遅

れるのは許容範囲になっている。ヨーロッパの交通機関もそれくらい遅れる。ストライ

キの日に当たってしまえば、交通機関はストップして身動きがとれなくなる。先進国で

さえこうなのだから、後進国に行ったらそれこそ半日遅れるのは当たり前だ。一日遅れ

ることだってある。早朝到着の予定が夜間到着といったことは頻繁にある。そこらへん

は留意しておこう。 

スマートフォンについて一言。 

 一昔前に比べて旅がとても便利になった。 

以前の携帯の電波は「３Ｇ」と「ＧＳＭ」の２種類があり、ＧＳＭのみの後進国に行

くと圏外になって使えなくなった。また、時刻を自動で現地の時間に修正する機能もあ

り、これが修正されたり、修正しなかったりするので、国境移動を繰り返すと混乱の要

因にもなった。 

 現在は違う。 

スマートフォンが主流の今では、旅先での情報収集がとても楽になった。ナビで現在

地が詳細にわかる。安宿の情報も容易に取得できる。翻訳ソフトも実用的になった。格

段に旅がやりやすくなった。科学技術の発展は素晴らしいと感じる今日この頃である。 

ちなみに、スマートフォンはバッテリーの消費が早いので、モバイルバッテリーの所

持もお忘れなく。 

 

情報関連でもうひとつ。 

私は必ず旅日記をつけている。それらの日記を読み返した時に感じるのは、ピンチの

後にチャンスあり、チャンスの後にピンチありだった。 

旅の危機に遭遇した後は、必ず幸運がやってくる。幸運が続いた後には、必ず危機が

やってくる。旅をしている時には気がつかないが、後になって旅日記を読み返すと必ず

そうなっていた。それを知って、「ピンチでもまぁなんとかなるさ」と気楽に考えるよ

うになった。むしろ、ピンチもチャンスもない日は、まったく得るものが無い日でもあ

る。それに気が付いて、「ピンチがあるだけでも幸せだな」とポジティブに考えるよう

になった。ポジティブになれば、自信にあふれ、そこに情熱が備わる。ネガティブにな

れば落ち込み、いろいろなことで思い悩む。 

だからポジティブが良いかと言うと、そういう訳でもなく、ネガティブには人間味が

あり、そこに文学がうまれる。ネガティブだからこそ、普段は見逃してしまう細かい情
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感に気がつくこともある。相手の心を理解し、許すこともできる。 

結局はポジティブとネガティブのバランスが大切だった。そうしたことに気が付いた

のは日記を付けていたからだ。 

ブログのようなものでも良いので、旅に出たら日記を付けて欲しい。その日記は貴方

にとって人生の糧になる。 

 

 
 

１２ 施しについて 

 

発展途上国や貧困国を旅していると、人びとから「お金をくれ」とか、「モノをくれ」

とせがまれる。そのとき私はきっぱり「ＮＯ」と言って拒否している。 

なぜなら、苦労して手に入れたものは大切にするが、ただでもらったものは粗末に扱

う。国際協力のガイダンスには、援助としてモノをあげる失敗例が必ず記載されている。

それにもかかわらず、可哀そうだと勝手に思いこんで、情緒的な自己満足のためにお金

やモノを与えてしまう。 

 人間はタダでお金やモノを貰うと堕落する。難題に打開策を講じる粘り強さがなくな

る。効率的に物事を考える知恵を生み出さなくなる。 

与えるならお金やモノではなくて、考え方を与えるべきだ。そうすることで交流がう

まれる。 

海外には豊かな地域と、貧しい地域が存在している。そして豊かな人々と貧しい人々

が存在している。その不平等をなんとかしたいと思うが、なんともならない現実がある。 

貧しい地域に住んでいる一部の豊かな人々は、その豊かさを何があっても失いたくな

いと考える。豊かな地域に住んでいる豊かな人々も、その豊かさをより強固にしたいと

考える。何があっても既得権益を守ろうとするのが人間だ。人が人である限り、どうに

手に入れた時刻表 
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もならないジレンマがそこにある。 

そうしたいろいろなことが旅をしていると見えてくる。いろいろなことが見えること

で、いろいろなことが分かってくる。そして、いろいろなことが分からなくなる。なに

ひとつ分かっていない自分に気が付く。つまり、なにひとつ分からないことが分かる。 

そうして得られるものは貴方の人生にとって、とてつもなく大きな財産となる。 

 

 

 

「エレチェ村にトイレはなかった。大人は茂みなど人目のつかない所で用をたす。その

手には石や棒を持っている。家畜の豚がついてきてここぞとばかりに襲ってくるからだ。

一匹なら対処できるが、複数ついてくると手に負えなかった。背中を見せると襲ってく

るので用をたしながら回転し、石や棒で威嚇する。人糞を争うように食べている豚の姿

を見て襲ってくる目的がわかった。……子どもは家のなかで用をたしてしまう。もちろ

んくさい。風の流れが少し変わっただけで途轍もない悪臭が辺りに漂う。そのため村そ

のものが相当に不衛生であり、病気の者もたくさんいた。村そのものが病気と死に覆わ

れているといった感じだった。それが幼い頃から慣れ親しんだこの村の日常風景であり、

村人たちは汚い方が安心するそうだ。……少し離れた地域には首狩り族もいた。そのよ

うな行為は政府に禁止されている。それでも毎年十人くらいの犠牲者がいた。村長の話

では一年前に刺青を入れた日本人が近くの村に住んでいて、毎日のようにヘロインを吸

っていたそうだ。その日本人は村人たちを脅して暴力をふるっていたので首狩り族に寝

首を狩られて殺された。首狩り族は無差別に首を狩るのではなく、狩るべき人を狩るの

だと村長は教えてくれた。そのようにしてこの地域の秩序は守られているのだ。」 

 

 

１３ おわりに 

 

 最後に旅を有効活用するための指南をしておく。せっかく旅をしたのに、それが単な

る自己満足で終わって欲しくないからだ。 

 旅には三段階ある。 

旅をしてまず感じるのは常識や習慣の違いだ。その違いに心が躍り、その地域の常識

や習慣が好きになると同時に、日本の窮屈な常識や習慣が嫌になる。その反面で、日本

の窮屈な常識や習慣に安らぎを覚え、他国の常識や習慣に嫌悪感を覚える。 

これが旅の第一段である。 

第一段階で満足している人は旅をまるで武勇伝のように語る。ひとつの自慢話として

旅を捉えている。それでは勿体ないと思う。でも、第一段階で終わっている人が多いの

戯曲「運び屋（ＳＨＯＳＡＫＵ事務所作品）」での台詞 
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も事実だ。 

第二段階になると、そこからもう少し深くなる。 

いかに自分は日本の常識や習慣に影響されて生きていたのかを知る。個人が持ってい

る意見や信条や正義といったものは、産まれた地域や、育った環境に大きく左右される。

どのような習慣を学び、どのような教育を受けて、どのような善悪を教えられてきたか

によって違てくる。 

これを知るのが旅の第二段階である。 

いわゆる構造哲学というものだ。これを知るには旅の経験とともに考える力が必要に

なる。たとえば、私は旅をするとき、必ず日記をつけている。その日記を読み直すこと

で考えを深堀できる。 

第三段階になると、そこからもっと深くなる。 

社会にある常識や習慣のほとんどは管理者や為政者の都合でつくられている。その常

識や習慣を誰もが当たり前のこととして信じている。それを知ったうえで常識や習慣に

従うのと、知らずに従うのでは、その従い方が違う。常識や習慣を疑いながら従うとい

った思考が身に付く。 

第三段階まで行くには構造哲学や文化人類学の書籍を読み込む必要がある。 

 

日本で海外を旅してきた人に出会うのだが、そのほとんどが第一段階の自己満足で終

わっているため、最後に指南をしておいた。 

とはいえ、とりあえず旅をして欲しい。とりあえずパスポートをつくって、とりあえ

ず情報を入手してみて、とりあえず格安航空券を購入して、とりあえず出国しよう。と

りあえず、その後は何とでもなる。 

 本稿が海外を旅する皆様の役に立てば幸いである。 

了。 
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１４ バックパッカーの歌（オマケ） 

 

此処がどこだかわからず、迷いながらも、どうにかこうにか目指します。 

あちこちの人に尋ねまくって、なんとかかんとか目指します。 

多くの優しさに触れながら、感謝しながら目指します。 

ようやく駅に到着しても、夜行列車のダイヤは遅れます。 

ようやくバス停に到着しても、夜行バスのタイヤはパンクします。 

ゆらりゆられて、なりゆきまかせで行くのです。 

そろそろベッドで寝たいなと、ユースホステルを見つけて泊まります。 

様々な国のバックパッカーから、貴重な情報をもらえます。 

ユースホステルがないときは、安宿探して値切ります。 

その部屋をよくみると、ダニみたいなのがたくさんいます。 

南京虫っぽいのやら、蚊のようなものがたくさんいます。 

肌に赤い点々ができて、あ～痒いです。 

それでもベッドで横になって眠れるだけで感謝です。 

それでもシャワーで体を洗えるだけで感謝です。 

 

荷物をリュックに詰め込んで、地球を背負って歩くのさ。 

刺激をリュックに詰め込んで、日本を背負って歩くのさ。 

感動をリュックに詰め込んで、今日を背負って歩くのさ。 

 

刺激を求めてどこまでも、金はないけど進みます。 

言葉の壁をぶち破り、どうにかこうにか進みます。 

多くの嘘に触れながら、喧嘩しながら進みます。 

タクシーの運ちゃんは、予め合意した金額よりも多く請求してきます。 

バスはもう無いからタクシーに乗れと言われても、バスは必ずやってきます。 

列車はもう無いから宿泊しろと言われても、電車は必ずやってきます。 

客引きに、見るだけと言われても、見るだけでは終わりません。 

葉っぱあるよと言われても、うかつに買ってはいけません。 

裏から警察官らしき者が現れて、賄賂を要求されてしまいます。 

それでも激しくやり合って、気合のある方が勝つのです。 

お互いにぶつかって、言い合って、気合いのある方が勝つのです。 

地元の奴らと交流すると、金をよこせとさぁ大変です。 

地元の屋台で飯を食ったら、腹を壊してさぁ大変です。 

そうしたトラブルも、過ぎ去ってしまえば大切な思い出です。 
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トラブルがあるから、ドラマがうまれるのです。 

 

荷物をリュックに詰め込んで、地球を背負って歩くのさ。 

刺激をリュックに詰め込んで、日本を背負って歩くのさ。 

感動をリュックに詰め込んで、今日を背負って歩くのさ。 

 

鬼のような坂道を必死に登って、ようやく山頂に辿り着きます。 

汗にまみれながら達成感に包まれていると、ツアーバスがやってきます。 

車内からツアー客が涼しい顔して現れることがよくあります。 

旅と旅行は全く違います。 

旅なんかしても、なんにも面白くありません。 

旅なんかしても、なんにも豊かになりません。 

旅なんかしても、なんにも偉くなれません。 

それでも旅をするのです。 

旅なんかしても、ひたすら不便なだけです。 

旅なんかしても、ひたすら不安なだけです。 

旅なんかしても、ひたすら辛いだけです。 

みんな冷や冷やしながら、旅をしているのです。 

その冷や冷やを楽しんでいるのです。 

みなさんも、冷や冷やしながら旅をしてください。 

迷わず、恐れず、怖がらず、どんどん旅をしてください。 

旅は香辛料のように多種多様な香りを放っています。 

世界の国々はいつだって刺激に溢れているのです。 

きっと、何か見つかります。イェイ！ 

きっときっと、言葉にできない何かが見つかります。イェイ！ 

ｐｌｅａｓｅ ｔａｋｅ ａ ｇｏｏｄ ｔｒｉｐ.  

ｂｙｅｂｙｅ～～～～ 

了。 
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