
    ブータントレッキングブータントレッキングブータントレッキングブータントレッキング～チョモラリＢＣ（4,005ｍ）～ 

【報 告 者】Ｉ丸 

【日   時】2008年 7月 14日～7月 21日（トレッキング期間） 

【参 加 者】Ｉ丸 

 

≪≪≪≪    費費費費    用用用用    ≫≫≫≫    

    航空券：85,000 円(タイ国際航空：福岡⇔バンコク) 

       〃 ： US $ 493（バンコク→パロ→カトマンズ） 

       〃 ： US $ 400（カトマンズ→バンコク） 

     トレッキング･観光代金： US $ 3,524（15 泊 16 日） 

≪≪≪≪    日日日日    程程程程    ≫≫≫≫    

7 月 7 日 タイ国際航空 TG649 福岡 11：45 ⇒ バンコク着 15：05 

   8 日 ドゥク国際航空 KB121 バンコク 4：35 ⇒ パロ着 8：10 

   8 日～13 日 中央ブータン・ブムタン地方観光 

  14 日～21日 チョモラリＢＣトレッキング 

  21 日～23日 首都ティンプー・パロ観光 

  24 日 ドゥク国際航空 KB202 パロ発 8:55 ⇒ カトマンズ着 9：45 

※※※※    ブータンブータンブータンブータンへのへのへのへの道道道道    ※※※※    

  ブータン政府は、公定料金によるパッケージツアーでしか観光ビザを発給しない 

ので、現地旅行会社に対し 1 泊$225（オフシーズンの 1人料金）の宿泊・食事・車・ 

運転手・政府登録ガイド費用がパッケージ化されている費用を支払わなければなら

ない。この料金は、トレッキングでも観光でもホームステイでも一緒の料金で、ど

の旅行会社へ委託しても同額である。 

 私は、ネットで調べた現地旅行会社の中から、やっぱり自分の要望を一番理解し

ていただけそうな、日本妻のいるシデブータンへお願いした。出発まで手際よく、

観光・トレッキングと希望通りの旅をアレンジしてもらいました。 

 

※※※※    中央中央中央中央ブータンブータンブータンブータン・・・・ブムタンブムタンブムタンブムタン観光観光観光観光    ※※※※ 

8 日 8：10 ブータンのパロ空港に到着。入国審査は、既にビザ申請時に詳しく日程 

表を提出しているので、何事もなく通過。しかし、日本人が多かった。 

待望のガイドの名前は、ジグミ君 27 歳、日本語勉強中の小柄な少年？だった。 

運転手はカルマ君 22 歳、ジャニーズ系のイケメンで、久しぶりに胸の鐘がキン 

コンカーン！と鳴った。車は、トヨタのプラドといい車種を準備していただき、 



カルマ君がサッとドアを開けてくれる！「うひゃぁ～。」お姫様ツアーの始り 

に身も心もよじれた。 

 初日は、延々と中央ブータンを目指しハイウェイをドラ

イブ。ハイウェイと言っても林道です。林道･･。車の数よ

り牛の数が多く、また、神聖な山には穴を開けないブータ

ンではトンネルか無く、クネクネと 3500ｍ以上の峠を幾つ

も越えなくてはなりません。しかし、何にも無く空気も綺

麗で快適ドライブでした。 

9 日～13 日 ブムタン地方・ニマルン村ツェチュ（お祭り）

見学。ジャッカルと言う町に滞在し、年に 1 度の地方のお

祭りへ出かけました。この影響で日本人観光客が多かった

ようです。日本人女性 1 人旅の方々も多く、癒しの旅に来

ているそうです。お祭りには、ツーリストから借りた民族

衣装“キラ”を着て行きました。 

 日本人女性は、結構この“キラ”を着ていて、久しぶりに「観光をしてるっ！」 

 という日々を送らせていただきました。 

 

※ チョモラリチョモラリチョモラリチョモラリＢＣＢＣＢＣＢＣトレッキングトレッキングトレッキングトレッキング    ※※※※    

７月 14 日 8:30 パロ ⇒ ドゥゲゾン《2570ｍ》⇒ シャナ《2880ｍ》5 時間 

   15 日 8：00 シャナ《2880ｍ》⇒ タンタンカ《3580ｍ》 7時間 

   16 日 8:00 タンタンカ《3580ｍ》⇒ ジャンゴタン（チョモラリ BC）5 時間 

   17 日 チョモラリＢＣ 《4005ｍ》 滞在 

   18 日 8:00 ジャンゴタン《4005ｍ》⇒ニェレラ峠(4700ｍ)⇒リシン 6 時間 

   19 日 8:00 リシン《3900ｍ》⇒ ヤリラ峠(4800ｍ)⇒ショドウ 7 時間 

   20 日 7:30 ショドウ《3960ｍ》⇒ ドランケチン《3410ｍ》 8時間 

   21 日 7:30 ドランケチン《3410ｍ》⇒ ドティナ《2560ｍ》6 時間 

 

≪≪≪≪    報報報報                告告告告    ≫≫≫≫    

 昨年、チベットの文化・伝統に触れてみたいという事で出かけたチベットでは、

中国を色濃く感じた旅になってしまった。ブータンには、チベット文化が残っており、

ヒマラヤの大自然にも恵まれ、ＧＮＨ（国民総幸福量）というスローガンのもと、国

民の 9割以上が幸せを感じていると言う平和な国だ。 

今回は、独り旅といういつもの緊張感もなく、ほんとうにのんびりとトレッキング

を楽しめる、日本より安全な国でした。 



●●●●14141414 日日日日（（（（月月月月））））小雨小雨小雨小雨 8:15 パロのホテルを出発。1 時間ほどでトレイルのスタート地

点ドゥゲゾンへ到着。ここでドライバーのカルマ君とはお別れ･･。そこに待っていた

私のスタッフ、コック・コックアシスタント・馬方さん・ロバ８頭に重たいザックを

預けガイドと二人で歩き出す。私のパーティの装備総量は約 240kg ほど。凄いっ！ 

パロ川沿いにしっかりとしたトレイルを歩く。晴れると暑いが、雲が出ると涼しい。

しかし、雲が多く遠望はない。オフシーズンの雨季だからしょうがないが、パロ川の

水嵩が増していて、所々トレイルを水浸しにしていて歩きにくかった。 

 お昼頃、コックアシスタントのプッパさんがランチを持って追いついてきた。楽し

くランチといきたい所だが、ハエの数がすごい。ブータンの人々は殺生を嫌うのでハ

エも殺さず払うだけである。･･とは聞いていたが、やっぱり食べにくい。「これから毎

日こんなかしら･･･」と不安になった。（しかし、ここから標高が高くなったのでハエ

は居なくなり、悩まされる事はなかった。） 

 軍のチェックポイントを過ぎた川辺が本日のキャンプ地。途中で追い越して行った

スタッフが既に、私のテント・キッチンテント・トレイテントを設営してくれていた。 

まずは、キッチンテントであたたかい紅茶とクッキーをもらい休憩。ここで、ガイド

のジグミ君に明日からの飲み水調達について聞いてみた。 

 彼曰く、だんだん寒くなるので水はいらないそうだ。え？？高度が上がる時は、１

日 2Lは水分を取るように心得ている私としては納得できん。コックさんに頼んで湯冷

ましの水を毎日ペットボトルに確保する事にした。生水は、やはり危険だ。 

●●●●15151515 日日日日（（（（火火火火））））小雨小雨小雨小雨 どうしても天気は良くならない。テントをのこしたまま、私とガ

イドだけ歩き出す。この後、他のスタッフは、昼食まで作って全て撤収し歩き出す。 

 お昼頃に追いついてきて、保温ジャーに入った暖かい昼食を出してくれるプッパさ

んだけを残し、後は、そのまま食事もせずに歩き続ける。そして一足早くテントサイ

トに着いて全てをセッティングして、暖かい飲み物を準備して私を待っていてくれる

のである。毎日この繰り返し･･･。ありがたい。 

 この日も

パロ川沿い

を歩くが、雨

季で土砂が

崩れてトレ

イルが崩落

している箇

所もチラホ

ラ。ロバが恐



れおののいてなかなか進まない。登りも多いので汗が良く出る。 

ジグミ君の「昨日と同じくらいの歩きで、冷たい水もいらない。」と言うアドバイスと

はえらい違いだ。本日は、森の中のキャンプ地でチョモラリが見えるはずだが、ガス

っていて、全く見えなかった。 

●●●●16161616 日日日日（（（（水水水水））））小雨小雨小雨小雨のちのちのちのち晴晴晴晴れれれれ    やっと森林限界を越え緑の草原が広がった。雲が

多くて展望はないが、辺り一面緑の草原で

お花がたくさん咲いていて美しい。馬やヤ

クの放牧も見られ始め、ぬかるみのトレイ

ルからも開放された。 

 途中、軍のチェックポイントがあったが、

みなさんにこやかでのんびりしている。チ

ョモラリは見えないが、周りの山々は緑色

に染まっていて所々の斜面に雨季で出来た

大きな滝が流れ落ちているのが見える。そして、出発してからずっと他のトレッカー

に会っていない。私だけのトレッキングを楽しんでいる。 

 ゆっくりと歩いてチョモラリＢＣの石小屋へ到着。一面に花が咲き乱れている緑一

色のテントサイトに私だけである。きゃぁーー、なんて贅沢！シーズン中には、この

テン場に入りきれない程のテントが集まるらしいが、今日は、私の貸切り。生きてい

て良かったといつもの事ながら思った。   

 山は見えなくても雨は降っていない。そこらじゅうを歩き回った。この辺りのヤク

は人を怖がらないので、そーーっつと近づいて目を合わすと、向うからジワァ～と寄

ってくる。ヤッパリでかいので怖くて私が逃げた。 

 一度でいいからチョモラリ山をみたいなぁ～と思いつつ就寝。 

●●●●17171717 日日日日（（（（木木木木））））晴晴晴晴れのちれのちれのちれのち雨雨雨雨 早朝、なんと

青空である！ヤッター！私って晴れ女な

のよぉ！と 1 人叫びをして山を見上げる。

素晴らしい！チョモラリ山が青空の下

神々しく白く輝いている。ちょっと丸みの

ある女性らしい山容にしばしうっとりで

ある。今日は、初めて外で朝食を取った。

しかし、無情にも雲が出始めた･･。 

 ブルーポピーやブルーシープを探す為、

チョモラリ BCの右手にある稜線を登るこ

とにした。ピークは 5200ｍほどあるらし



い。トレイルは無く、好き勝手に登っていいとの事。ジグミ君と登り出すが、私の歩

きに彼が付いてこれない。はぁ～？ガイドだろ･･･。 

そして、ルートの取り方が今ひとつまずい。彼曰く、今回がトレッキング 3 回目らし

くて、このコースは 2 回目らしい。まぁ、ハッキリ言ってトレッキングの素人って訳

である。なるほど、今までの事が色々納得できる。 

 4800ｍほどまで登ったが、雲が出てきたのでテントへ戻る事にしたが、私としては、

ブルーポピーやブルーシープを見てみたい。下りになると途端に元気になってスイス

イ下っていくジグミ君に「ちょっと、ガイドなら何か探してよ！」と激を飛ばした。

私から双眼鏡を借りて辺りを見渡す。･･と、そこになにやら大きな角を持つ動物の大

群が見える･･。「な・な・なによ？？」と聞くと、「わからない･･」との事。デジカメ

で撮って、テン場でプッパさんに見せたら「ブルーシープの群れだ」と言う事だ。「え

ぇー、ガイドなのにブルーシープも知らなかったのぉ～」と、この時点でジグミ君へ

の信頼は全く無くなった。 

 どうやら山の事は、コックのペェーマさん、アシスタントのプッパさん、馬方のパ

ーサｯンさんへ聞いた方が確実に情報を得られるし、

信頼も出来る。ただ、彼らはゾンガ語しか話さない

ので直接話すことが出来ない。 

 午後には、雷と激しい雨で全く展望は無くなって、

とても寒くなった。石小屋でジグミ君と色々話した

が、山に関しての知識が無いことが確信できた。こ

れからは、他のスタッフとの通訳を頑張ってもらう

ことにしよう。と決心した。 

●●●●18181818 日日日日（（（（金金金金））））くもりのちくもりのちくもりのちくもりのち雨雨雨雨    昨夜の雨、冷え込みで 4500ｍ以上の山々はまっ白になっ

ていた。曇りで展望がないが雨は降っていない。ニェレラ峠(4700m)を目指す途中、ヤ

クハクスが点在する草原地帯を通過する。沢山のヤクが放牧されていて 11月の雪が降

り出す時期までこの辺りに滞在するらしい。峠まで徐々に登って行くが 4000ｍ以上に

なると息が上がってくる。しかし、私以上にジグミ君もきつそうである。ｵｲｵｲ･･大丈

夫かい？ 荒涼とした峠を越えると、そこは一面のお花畑！天国へ続く道ではなかろ

うか？と思うほどの美しさである。それが歩いても歩いても延々と続いている。だん

だんとトレイルも不明瞭になりお花畑の上を歩く。プッパさんが色々とルートを説明

してくれる。「ここから最長コースのスノーマントレッキングルートに入る」とか「こ

の川が首都ティンプーへ繋がっている」などなど･･。ジグミ君からの説明は全く無い。

そして、進行方向も間違える。ちょっとイライラしてきた・・・。 



本日のテントサイトは、ティンプー川沿いのお花

畑の中であった。そして、いつもの事ながら貸切り。

いやぁ～ 贅沢だぁ～。 

●●●●19191919 日日日日（（（（土土土土））））くもりくもりくもりくもりティンプー川沿いのお花畑を

緩やかに登っていく。この川沿いには、たくさんの

ブルーポピーが咲いていた。本当に青い色をしてい

る。日本では見ることが出来ないので感激であった。

ティンプー川をなんとか渡渉し丘を登ったところ

に１軒のヤクハウスがあった。奥さんが出てきて、

スジャ(バター茶)でも飲みませんか？との有り難

いお誘いに、ヤクハウスの中へ入れていただいた。

六畳ほどのスペースの真ん中に焚火があり、天井か

らは作りたてのチーズがぶら下げてあった。奥さん

は、今朝取れたヤク牛乳でチーズを作りながら、スジャをご馳走してくださった。放

牧されているヤクは何百頭といるが、その中でどのヤクが自分の物かしっかりと一頭

一頭認識できるらしい。私には、黒・白・茶ぐらいしか識別できないんだけれど・・・。 

 最後の峠、ヤリラ峠(4800m)の登りに入る。足は動くがとにかく息が苦しくなる。ロ

バ達も苦しそうだ･･。峠は荒涼としているが、また、それを越えるとお花畑が戻って

くる。お花畑の中での昼食はほんとうに美味しかった。 

 ここからティンプー川を何回も渡渉する事となるが、雨季の為、水嵩が多く、結局

靴を脱いで渡渉する事となった。水は冷たく勢いもあって、ちと興奮した。 

 テントサイトは、ティンプー川沿いの谷に入り、お花の沢山ある平地だった。服を

乾かす為、馬方さんが焚火を作ってくれた。この馬方さんの懐にある鉈は万能で、大

きな丸太もさばくし果物も剥く。とにかく何でも出来る馬方さんのパーサｯンさんは、

とても頼りになる存在だった。 

●●●●20202020 日日日日（（（（日日日日））））小雨小雨小雨小雨 谷沿いにぬかるみを歩く。途中、なんどもティンプー川を渡り右

岸や左岸の谷道を歩くが、鬱陶しくてうんざりであった。 

 両岸から流れ入る支流を集め、ティンプー川が大きく成長し激しい流れになってい

くのがわかる。明日の行程を短くしたいので、少しがんばって予定よりも長く歩いた。 

 テントサイトは、ティンプー川沿いの川原で湿っぽいところだった。どこから集め

てきたのか、大きな丸太を抱えてパーサｯンさんが帰って来て、大きな焚火を作ってく

れた。ありがたい･･。ありがたい･･。 

●●●●21212121 日日日日（（（（月月月月））））くもりのちくもりのちくもりのちくもりのち小雨小雨小雨小雨    ティンプー川沿いの鬱陶しい林の中のぬかるみをただ

ただ歩く。結構、登ったりもしたが、登りになるとジグミ君がばてる。ポンっとザッ



クを下ろして「休憩！」と座り込んだので、彼のザックをちょっと持上げてみたら、

吹っ飛んでしまうくらい軽かった！『こ・こ・これでバテてるのかよぉ～』ガイドと

してそれでいいのか？と疑問であった。彼曰く「ブータンには、トレッキング専用ガ

イドと言う人は居なくて、皆、観光やトレッキ

ング、その他もろもろ全てをこなしているので、

自分と同じ様なレベルだ。」ふーーーん。全く信

じられないんですけど･･･。 

 あとで聞いたが、本日のトレイルは、ブータ

ンで一番楽しくないルートだそうだ。全くその

通りで、ウンザリして登山口に到着した。 

 ここで、大変お世話になったスタッフとロバ

とはお別れ。美味しい料理を毎日作っていただ

き、細かな部分まで気配りしてくださった皆さまに感謝です。有難うございました。 

 そして、ガイドと二人で首都ティンプーへ向かった。首都にも信号機は無い。暗く

なって１人で歩いても、全く安全であるが、道路の穴に要注意である。 

今回、お世話になったエージェントのシデブータン青木さんがホテルへマツタケを

沢山持って来てくださった。末端価格にして３万円相当のマツタケをレストランで焼

いてもらい、焼肉のように食べた。日本では考えられない贅沢だが、ブータン人は、

マツタケの香りが嫌いで食べないらしい。青木さんとしばしブータンの話しに盛上り、

楽しい時間を過ごす事が出来た。同じ日本人からの目で見たブータンの話だったので、

とても身近に感じ、共感できるお話ばかりであった。 

 

24242424 日日日日の出国まで、再び観光をし、ネパール

へと向かった。飛行機からのヒマラヤ山脈が

この上なく素晴らしいと聞いていたが、雲が

厚く、ほとんど見ることが出来ず残念であっ

た。 

 ブータンは、自然が豊かで素朴な国であっ

た。公定料金は決して安くは無いが、それに

見合った旅は安心して出来る。私は、高かっ

たとは思わなかった。あのお姫様気分が味わ

えるなら、やっぱりまた行っちゃうでしょう

ね･･･。今度は、どの季節に行くかを迷っちゃ

いますが･･･。 


