
 

 

    

ラウンドラウンドラウンドラウンド････アンナプルナトレッキングアンナプルナトレッキングアンナプルナトレッキングアンナプルナトレッキング    ～ネパール（5,416ｍ）～ 

【報 告 者】石丸 

【日   時】平成 17年 9月 20日～10月 15日 

【参 加 者】石丸（6）《福岡県連創立 40周年記念行事》 

≪≪≪≪日程日程日程日程≫≫≫≫    

9 月 20 日 タイ航空 TG649 福岡 12 : 00 ⇒ バンコク 15 : 20（バンコク泊）  

  21 日 タイ航空 TG319 バンコク 10 : 30 ⇒ カトマンズ 12:35（カトマンズ泊） 

  22 日 トレッキング許可書収得。 ACAP アンナプルナ自然保護プロジェクﾄ 

ACAP 事務所で書類と写真２枚提出。 R2,000 支払い（カトマンズ泊） 

  23 日 トレッキング出発 8:00 カトマンズ ⇒車⇒ 13:40 ベシサハール(泊) 

  24 日 6:50 ベシサハール《760ｍ→16:00 バウンダーラ《1310ｍ》（行動時間 9Ｈ） 

  25 日 7:50 バウンダーラ《1310ｍ》→15:15 チヤムジェ《1430m》（ 〃 7.5H） 

  26 日 7:20 チヤムジェ《1430m》→15:20 バガルチヤップ《2164m》（ 〃 ８H） 

  27 日 7:20 バガルチヤップ《2164m》→15:00 ツァーメ《2673m》（ 〃 7･5H） 

  28 日 7:10 ツァーメ《2673m》→14:30 ピサン下村《3200m》（ 〃 7･5H） 

  29 日 7:10 ピサン下村《3200m》→ピサン BC《4200m》高度順化（ 〃 8H） 

  30 日 7:20 ピサン下村《3200m》→ピサン BC《4200m》荷揚：テント泊（〃3H） 

10 月 1 日 5:40 ピサン BC《4200m》→ABC(4900m)予定地 →ピサン下村《3200m》（〃9H） 

   2 日 7:50 ピサン下村《3200m》→13:35 マナン《3540m》（ 〃 5.5H） 

   3 日 7:50 マナン《3540m》→14:10 レダー《4200m》（ 〃 6H） 

   4 日 8:00 レダー《4200m》→12:50 トロンハイキャンプ《4900m》（ 〃 5H） 

   5 日 4:10 トロンハイキャンプ《4900m》→7：30 トロン・パス(5416m)→12:20

ムクチナート《3800m》（ 〃 8H） 

   6 日 8:00 ムクチナート《3800m》→16:15 マルファ《2670m》（ 〃 8H） 

   7 日 8:00 マルファ《2670m》→17:30 ガーサ《2010m》（ 〃 9.5H） 

   8 日 7:30 ガーサ《2010m》→13:40 タトパニ《1190m》（ 〃 6H）温泉温泉温泉温泉    

            9 日 7:00 タトパニ《1190m》→16:05 ゴレパニ《2750m》（ 〃 9H） 

  10 日 5:30 ゴレパニ《2750m》→6:00 プーンヒル《3193m》→16:00 ナヤプル《1610m》

⇒車⇒18:00 ポカラ《900m》（ 〃 8H） 

  11 日～12 日 ポカラ観光（ポカラ泊） 

  13 日 7:30 ポカラ → カトマンズ（カトマンズ泊） 

  14 日 タイ航空 TG320 カトマンズ 13 : 40 ⇒ バンコク 18 : 10 



 

 

  15 日 タイ航空 TG648 バンコク 00:50 ⇒ 福岡 08 : 00 解散 

《報告》 

 アンナプルナ･サーキットと呼ばれる人気トレッキングコースですが、長い行程の為

欧米人が多く、日本人に逢う事はありませんでした。荷物は､ポーターが持ってくれる

ので、体力的には楽なコースです。高度順応は、かなりスローペースだったので、高

山病に悩まされる事なく踏破できました。神々がおわす神聖な山々は、毎日私達に色々

な表情を見せてくれ、その山々の村の暮らしに感激してきました。 

9 月 21 日カトマンドゥ：トリブヴァン国際空港着。入国の際にビザを取得する。ビ

ザ申請書は飛行機の中で配られるので記入しておき、持参していた顔写真 1 枚に＄30

を添えて提出すると、パスポートにビザのシールを貼ってもらえる。顔写真は、その

場でも撮ってもらえる。 

 さて、空港を出るとお迎えのガイドが居た。と、よってたかって沢山の人が荷物を

持って車へと運んでくれる。「なんかポーターが多すぎじゃない？」次に、「チップ･チ

ップ」と仲間とケンカ腰に手を出し合う。ここで、この人たちが全く関係ない人たち

だった事に気付く。ガイドが「いいです、いいです。」と言うので、その手を振り切っ
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て車へ乗ったが、窓を開けてきてアチコチから手が伸びてくる。車は、全く無視して

走り出した。よくある空港での光景だが、その荷物もちに集まってきた人数に驚いて

しまった。これがネパールか･･･。 

 日本語が上手なオーナーがいるホテルへ到着。ここは、日本の登山隊の基地であり

全国連で荷物デポ部屋が１室キープされていた。しかし、看板も無く玄関が大きな鉄

塀で閉ざされているので、ホテルだとは全く分からない。ここからは、至れり尽くせ

りの毎日になった。トレッキング許可書収得のためにパスポートと Rs2000 を預ける。

手続きに行ってくれるらしい。私達はその間、市内観光を楽しんだ。 

 パタンの代表的な寺院を見学に行くが

すごい人出。なんと、王様が急に訪問され

る事になったらしく、国旗を持った市民が

沢山集まっていた。ラッキー！と言う事で

待つ事にした。が･･･なんと４時間待って

もまだ来ない！これがネパリ時間らし

い･･。あきらめてホテルへ帰る。途中パグ

マティ川の川原で火葬が行われていた。そ

の異臭にちょっとビックリ、道路も凸凹だ

し、車の排気ガスも凄い。これがネパールだ･･･。 

 9 月 23 日、私達７名にガイドが２名・ポーター４名の 13人で予定より１日早くカト

マンズを出発。トレッキングの出発点、ベシサハールまで車で移動する。現在、ネパ

ールは政治的に不安定で、マオイストと言う反政府組織が武力闘争を続けている。そ

の為、多数のチェックポイントがあり武装した政府軍や警察が検問を行っていた。外

国人はフリーパスだが、地元住民は、その度に車を降りなければならなかった。 

 5 時間ほどでベシサハールへ到着。この町でトレッキング出発の届出を行った。 

9 月 24 日、いよいよ出発。ポーターは 1人で 2 人分の荷物を持ってくれる。だいたい

30 ㌔以上はあるかな･･･｡私達

のザックは、日帰りハイキング

程度のもの。ラクチンであった。

マルシャンディ川沿いに歩く事

三日間、とにかく暑かった。バ

ガルチヤップ《2164m》へ着くま

で、気温 32 度前後、湿気が高く、

そして無風。物資輸送のロバ軍

団が足の踏み場に困るほどの

 

 



 

 

“うんち”をしているし、その臭いにも悩まされた。 

 ツァーメ《2673m》の町の入口では検問が行われており、ノートに直筆でサインとパ

スポート NO をかかされた。この町からやっとヒマール（6000m 以上の雪山）が身近に

見え始めた。ここは診療所も銀行もある大きな？町であったが、診療所は、掘っ立て

小屋のようにしか見えなかった。やっぱり、病気や怪我でもしたら大変の事になりそ

うである。 

ピサン下村《3200m》までは快適なトレッキングであった。目の前に広がるアンナプ

ルナ山群は、神々だけしか近づいてはいけないような神秘的な山容であり、真っ白に 

輝いている雄大な山々が、いま自分が

立っている場所と陸つながりになっ

ているなんて信じられなかった。とて

も生きている者が近づける場所では

無い様に感じた。 

ピサン下村では、高度時順応と来年

度の県連海外登山隊で計画されてい

る「ピサンピーク 6,061m」のベース

キャンプ視察も兼ねて 4日間滞在。隊

長の田上さんから「海外遠征登山」に

ついてのレクチャーを受けた。 

初日：ピサン BC《4200m》まで空身で登る。高度障害がでなかったら、行ける所まで

行ってみる。私は 4450m まで行ってみたが、これと言って身体に異常は無か

った。ただ、息苦しかった。ピサン下村へ下山。 

2 日目：ピサン BC《4200m》まで荷揚げ。シュラフと防寒着が増えただけなので 10kg

くらいしか無かった。テント・食料はガイドと田上さんが荷揚げした。BCの

近くには沢（雨季にのみ水が流れている）があったので水の荷揚げは無かっ

たが、沢が枯れている場合は、相当な水を荷揚げしなければならないらしい。 

   BC でテント泊。夜、青白く輝くアンナプルナⅡが目の前に広がっていた。 

3 日目：アッタックキャンプ《5100ｍ》まで空身で登る。1番に出発した私は、4300ｍ 

   付近でアンナプルナⅡが朝日に照らされてオレンジ色に輝き始めるのを見た。

他に人影も無く静かで、ツーンと空気が冷えていた。トレッキングコースから

1000ｍ以上もＵＰして眺めるヒマールは、私の視界の全てを覆い尽くすほどで

かかった。この一瞬の時間が今回の山行で、1 番最高の時間だった。 

   5000ｍ以上になると、息も苦しく思考が鈍くなる。身体に異常はなかったが素

早く動く事は億劫だった。5100ｍ地点で 30分ほど休憩し下山した。 
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無事、高度順応を終えてピサンを出発。レダー4200m で、今回のサーダー(ガイドの総 

リーダー)Tika さんが後発隊で追い付いて来た。Tika さんは、日本語・英語が上手で、 

エベレストも数回登り、去年の全国連Ｋ２登山隊でもサーダーをしていた実力者でや 

り手であった。ガイドやポ－ター達がピーンと緊張し始めた。 

Tika さんから、水分を十分取るように、アルコールは飲まないようにと指示を受ける。 

いよいよ核心部分のトロンパス越えが間近に迫ってきた。トロンハイキャンプ《4900m》 

では、流石に息苦しくて夜中に何度も目が覚めた。でも、起きていると意識的に複式 

呼吸を出来るので息苦しいことは無かった。 

5416ｍのトロンパス越えは、朝４時に出発。真っ暗である。しかし、ポーター達はラ 

イトも付けずに歩ける。サッサと行ってしまった。私達は、あまりのゆっくりペース 

に体が温まらなくとても辛かった。途中、茶屋があった。私達が宿泊していたトロン 

ハイキャンプから従業員が先に来ていて、ミルクティを入れてくれた。（この人達は、 

私達を追越して先へ行きトロンパス峠の茶屋でまた、ミルクティを入れてくれた。） 

体が少し温まったので歩きだしたが、またも超スローペース。なんだかんだ歌いまく 

って気を紛わした。緩やかな登りをゆっくり登り、雪も全く無い荒涼とした景色を眺 

めていると、何て事なく峠に到着。へっ？？終わり？？なに？ほんとにここ 5416ｍあ 

るの？と思うほどあっけなく峠に着いてしまった。確かにちょっとは頭がボーｯとする 

けど、なんか拍子抜けって感じ･･。 

 あとは、延々と下ってムクチナート《3800m》へ到着。冷たいシャワーを浴びて、町

の共同水場で洗濯をした。鼻た

れ小僧が珍しそうに私を見てい

た。 

 ムクチナート《3800m》からは、

観光交じりのトレッキングに変

わった。お寺を見たりワイン工

場を見学したり、のんびりした。

ジョムソンには空港があるので、

日本人にも会い始めた。ただ、

かなり乾燥していて風も強かったので、物凄い砂嵐の中も延々と歩いたりもした。 

 タトパニ《1190m》は、温泉で有名な町。川原の露天風呂へ行った。もちろん全裸は

御法度。最後の１枚を身に付けての入浴です。ちゃんとビールも売って有りました。

さすが、観光地！ 次の目的地ゴレパニ《2750m》までの 1 日が、初めての雨となった。

トレッカーの数も多く、ロバの数も多かった。何百等のロバとすれ違っただろう･･･？ 

物凄い糞だらけの道だった。 
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 ゴレパニのバッティ（宿泊施設）で、初めてマオイストに会った。16歳の少年であ

ったが「トレッキング･パーミット料」と称した寄付金を 1 人＄15 徴収された。とても

事務的で恐怖感は全く無かった。翌朝行った『プーンヒル』と言う絶景の展望がある

丘への道でも、マオイストが集金を行っていた。私達は、昨夜の領収書を見せて通し

てもらった。この領収書、政府軍や警察には絶対に見つかってはいけないらしい。 

『プーンヒル』では、１週間ぶりにガスが晴れたらしく、運良くアンナプルナ南峰・

ダウラギリなどの名峰を堪能してきたが、人が多くて騒がしかった。 

 標高が下がった分、またまた蒸し暑くなってきた。山肌を覆い尽くす棚田見ている

と、稲刈りは上段からやって行くのか？下段から始めるのか？疑問を感じた。「とにか

く全て人力だけで行われているのだから大変

だろうなぁ～。」とか考えながら延々と石段を

下り、標高 1000m のナヤプルへ到着。ここで

やっとミニバスに乗れる。トヨタの 12 人乗り

バンに 15人乗ってポカラへ向かった。ネパー

ルは、乗れる人数が乗車人数になるようだ。

途中の村々では、『ダサイン』と言う年間で最

大の秋の収穫祭が始まっていたので、女神へ

の生け贄用としてヤギが沢山売れていた。 

 1 時間半でポカラへ到着。ポカラは、フェワ湖と言う大きな湖がある観光地で、遠く

に真っ白なヒマラヤ山脈が聳えているのが見える。外国人ツーリストがウロウロして、

お店も沢山あった。ここで、今回はじめてクレジットカードでキャッシングができた。

カトマンズを出発してから、途中銀行も数件あったが、どの銀行も閉まっていた。不

安だが、現金を持っていないと途中での資金調達は難しいようだ。 

夜にホテルの奥さんにサリー（ネパールの正装服）を着せてもらい、夕食はヤギ肉

カレーを食べて、私達もダサインを祝った。

ヤギ肉はなかなか美味であった。  

 約 1ヵ月間にネパールで体験した事は、書

き切れないほどありますが、昭和初期（私は

まだ生まれてなかったけど･･･）のような

人々ののどかな暮らしや、生活。山奥へ行け

ば行くほど、皆さん素朴で親切であった事な

ど、トレッキング以外も収穫多い日々であり

ました。今度は是非ともエベレストを見てみ

たいです！ 
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