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    アンナプルナＢＣアンナプルナＢＣアンナプルナＢＣアンナプルナＢＣ～真冬？のヒマラヤ（4,120ｍ）～ 

【報 告 者】Ｉ丸 

【日   時】平成 21年 2月 12日～2月 25日 

【参 加 者】Ｉ丸 

≪≪≪≪日程日程日程日程≫≫≫≫    

2 月 12 日 11：45 福岡空港(タイ航空) ⇒ 14：50 バンコク 

  13 日 10：35 バンコク（タイ航空）⇒ 15：50 カトマンズ 

14 日 カトマンズ アンナプルナ トレッキング許可書申請 

  15 日 7：15 カトマンズ ⇒（ バス移動）⇒13：50 ポカラ⇒タクシー 

14：50 フェディ《1220ｍ》⇒18：00 ポタナ（行動時間 3H） 

  16 日 8：00 ポタナ《1990ｍ》⇒16：30 チョムロン《2170m》 （行動時間 8H） 

  17 日 9：00 チョムロン《2170m》⇒ 17：00 ディウラリ《3200m》（行動時間 8H）  

18 日 7：50 ディウラリ《3200m》⇒ 11:30 アンナプルナ BC《4120ｍ》( 〃 3.5H) 

  19 日 7：50 アンナプルナ BC《4120ｍ》⇒17：00 チョムロン《2170ｍ》（ 〃 9H） 

  20 日 9：00 チョムロン《2170ｍ》⇒13：50 シャウリバザール《1170ｍ》ジープ

車移動⇒ナヤプル《1070ｍ》⇒（タクシー）⇒16：30 ポカラ 

  21 日 7：30 ポカラ ⇒ 14：30 カトマンズ 

  22～24 日 カトマンズ観光 

  25 日 13：50 カトマンズ（TG）⇒18：20 バンコク ⇒翌 7：45 福岡空港 

《報告》《報告》《報告》《報告》    

  2 月中旬のヒマラヤ。寒いだろうなぁ～。何処まで登れるのかなァ～。と不安に思

いつつも、まっ白に光り輝く雄大な峰峰を是非見たい！そう思い、冬山装備をザック

に詰め込み、今回は、厳冬期のヒマラヤへ行って来ました。そして、私を迎えてくれ

たヒマラヤは･･。暑かった。 

2222 月月月月 13131313 日日日日晴れ晴れ晴れ晴れ    カトマンズに到着。飛行機を降りた瞬間に、「暑ーい。」と思った。

とてもフリースなんて着ていられない･･･。 

2222 月月月月 14141414 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    アンナプルナトレッキング許可書の申請をエージェントに頼んでい

る間に、カトマンズのお店で、夏用のシャツを購入。夏ズボンは迷ったが、流石に山

は寒いだろうと思い買わなかった。（後で後悔する･･） 

2222 月月月月 15151515 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    早朝、タメルからツーリストバスでポカラに向かう。様々な国のバ

ックパッカー達で一杯だった。もちろん、バスはオンボロ。エアコンも無いし、窓も

動かない。途中ドライブイン（決して、日本のような所ではありません。）に 2 回寄っ

てポカラへ到着。ここは、標高が 900ｍぐらいなので、かなり暑い。 
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バスを降りるとタクシーの運

転手がたくさん寄ってくる。「ど

こ行く？どこホテル？」すごい･･、

日本語だらけだ。交渉はティカさ

ん任せ。「＄￠￡％＠§※＠！！」

「＃％￠″※∀⊆･･!」わからな

いが、折り合いが付いて、登山口

となるフェディに向かった。時間

的なこともあったかもしれない

が、只今、オフシーズンなので他

にトレッカーが誰もいない。静かなスタートとなった。今回は、ガイドがティカさん。

ポーターにプルプさんが付いてくれた。メジャーなトレッキングコースとあって、ト

レイルも石段が整備されている。湿度は、全く無いが、暑い。すぐに汗だくになった。 

宿泊地のロッジに付いて日が落ちたら、さすがに寒くなった。本日のゲストは、私

達 3 名だけ、静かな夜だった。 

2222 月月月月 16161616 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 朝は清清しい！空気が美味しくって、ひんやりしている。遠望にア

ンナプルナ南峰・マチャプチャレがくっきり見える。が、岩肌が多くて黒い。雪が最

近降っていない事がわかる。そして、期待していなかったラリーグラスが咲いている。

えーー？、冬のヒマラヤじゃないんですかぁ？ 満開ですよ、ラリーググラス･･･。 

出発の時間になると、もう暑い！地図上では、川沿いに歩く穏やかなコースのよう

に見えたが、尾根に上がっては、谷まで降りて橋を渡り、また尾根にのぼってと、数

回繰り返しながらの行程だったので、思ったほど楽ではなかった。 

道端には、様々な花が咲き乱れ、「まるでフラワートレッキングに来たみたい！」と

喜んでみたものの、ちゃう、ちゃう、真冬のヒマラヤだってば･･。純白に輝くヒマラ

ヤを拝む事が目的なのだ！しかし、この日も汗だく

でロッジに到着。一枚しかない夏シャツを洗濯した。

本日もゲストは私達だけ。 

2222 月月月月 17171717 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 贅沢な悩みかもしれないが、ちょ

っと晴れ過ぎ！乾燥しきって喉が痛む。今日も乾い

てくれた夏シャツを着て出発。このチョムロンから

は一気に下る。延々と 40分。そして川を渡り一気に

登る。延々50分。冬用のズボンが恨めしいほど暑い！

帽子も冬用のフリースしか持って来ていなかったの

で、雨用に持ってきていた傘を日傘代わりに毎日差している。そして、1日３Ｌは、水

アンナプルナ南峰 

ラリーグラス 
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分を取っている様だ。 

が、次第に近づいてくるアンナ

プルナ連峰は大きくなり、気温も

少しずつ下がり出した。ヒマラヤ

ホテルを過ぎた頃からガスが濃

くなり、まっ白になってしまって、

とうとう、ポツポツと雨が降り出

した。え？3000ｍを越えたのに雨

なの？ほんとに２月なのかし

ら？ 

夜になると、かなり冷え込んで

きて、ロッジのキッチンにストーブを入れてもらった。この日からシャワーなどは無

い。今日は、久しぶりに天気が崩れたそうだ。そしてゲストは私達 3人。ラリーグラ

スのシーズンには、満室になるらしいのだが・・。 

2222 月月月月 18181818 日曇りのち雪日曇りのち雪日曇りのち雪日曇りのち雪 アンナプルナＢＣで散策などやろうと言う事で早めに出発し

たものの、今日は、やけに雲が多く遠望か利かない。「え～せっかく来たのになんでぇ

ー。」と気落ちしながら歩く。下ばかり向いて歩いていると、草原に石がゴロゴロして

いて九重を歩いているようだ。ただ、3500ｍ以上になってきたので空気が薄くて息が

苦しい。平年ならば、この辺りはラッセル状態。アンアプルナ BC までは行けないはず

なのですが･･。 

流石にティカさん、プルプさんは強い。空気が薄いほうが元気になっていくようだ。

ティカさんが「マチャプチャレが見えますよ。」と言うので、ふと振り返って見ると、

おぉー、そこはまさにヒマラヤ！視界一杯に山が迫ってきていた。「あー、このため、

このために私はここへやって来たのよ･･･。」と毎度の事ながら、感動で涙する。しか

し、無情にもすぐにガスって見

えなくなった。 

アンナプルナ BCに到着した時

は、雪が無く地面が見えていた。

ロッジの店主も、いつもならロ

ッジは、ほとんど埋っている状

態なのに、今年はおかしい。と

言っていた。が、それからあっ！

と言う間にみぞれの様な雪が降

り出し、強風も伴って、吹雪に

マチャプチャレ 

吹雪の中 
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なってしまった。

ロッジの窓に激

しく風が叩きつ

ける。ほんと、山

の天気って恐ろ

しい。こんなに変

わるなんて･･･。

ティカさんは数

年前、ここで吹雪

に合い、2週間足

止めをくらった

らしい。そんな勢

いの吹雪なので、ちょっと不安になって来た。 

「下りますかぁ？」とティカさんが言うけど、この吹雪の中を歩くのも辛い･･。ひ

とまず泊ることにした。4130ｍという高所で急に冷え込んだので、なんか頭が重いよ

うな、眼圧が増したような･･。気分がめげてきた。「明日、山見えるのかなぁ？せっか

く来たのにぃ～。」ブルーな気分で夕食を食べた。この日のロッジは、韓国・スペイン・

日本からのゲストでかなり賑わった。 

夜中、トイレへ起きると、なんと満点の星空の下、ヒマラヤが白く輝いている！「ひ

ぇー、晴れてるよー。」［ＹＥＳ！］と 1人ガッツポーズ。「私って晴れ女なのよ。そう

よ、晴れるのよ！私が居るから晴れるのよ！」と嬉しくて朝までシュラフの中で眠れ

なかった。 

2222 月月月月 19191919 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 快晴です！雪が

無かった地面も雪で化粧され、キー

ンと澄み切った空気の中、ヒマラヤ

が私のためにまっ白に光輝いてい

ます。「神さま！有難う！」アンナ

プルナ南峰に朝日が当たり、「うぅ

ー、神だ、神がなせる業だぁ～！」

ここは、360 度ヒマラヤが見渡せる

ビューポイントなので、シーズン中

は、大勢のトレッカーが居るらしいが、今日は、ほんの少し。静かに染まり行くヒマ

ラヤを観賞できた。 

紅茶を飲みながら山を眺めていると、ティカさんから無情にも下山命令が出た。「雪

アンナプルナ南峰 
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が締まっている間に下りますよう。」だって･･･。だんだん明るくなっていくヒマラヤ

を振り返り振り返りしながらアンナプルナ BC を後にした。が、日が昇ると雲が湧いて

ヒマラヤは、見えなくなってしまった。こうなれば、もう、あとは下山のみ！登り下

りを繰り返しながら汗だくになってチョムロンへ到着。2 日分を 1 日で歩いた。 

またしても、着ている夏シャツを洗濯した。ザックの中には、今回着ていないウェ

アがたくさんある。明日からも暑いので、夏用ズボンが欲しい。が、冬用しかない･･。 

2222 月月月月 20202020 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ また、夏シャツ着用。今日は下るだけと思い、ゆっくり出発した。

照りつく太陽にトレイルは乾燥しきって、歩くたびに砂埃が舞い、鼻腔が痛い。 

ニューブリッジの手前からシャウリバザールへの道へと入る。こちらが川沿いで登

り返しが少ないらしく、ほとんどの下山者がこちらのトレイルへ入る。しかし、標高

が下がったので登りが少なくなっても暑い･･。日本の夏の低山ハイクのようだ。 

尾根伝いに作られた棚田が美しく、牛が道を塞いでいたりする。小さなアップダウ

ンを繰り返しながら、シャウリバザールへ到着。ここでティカさんが素早くジープを

捕まえ 100 ルピーでナヤプルまで乗せてもらう。暑くて砂埃がひどかったので、とて

も助かった。 

ナヤプルでは、タクシーが数台待ち構えていて、ティカさん「☆＠＊※＊◎◇！」

タクシー運転手「℃☆§＃￡￠＄※！」まるで喧嘩のような交渉である。ティカさん

が怒って「歩きます！」と言うので

歩き出すと運転手が付いてきて

「§％￠＄※！」 

またしても喧嘩だ！が、交渉成立し

たらしくポカラまでタクシーに乗

る事になった。 

タクシーに乗ると、雰囲気がガラッ

と変わって談笑がはじまる。？？？

私には、理解できないが、これがネ

パールの文化だ。ちなみに 3000 ル

ピーを 2500 ルピーに値切ったらし

い。（１ルピー＝1.25 円） 

 ポカラに着くと水不足による電力供給制限のため、部屋は真っ暗で、ヘッデンを付

けてシャワーを浴びた。 

2222 月月月月 21212121 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ ティカさんの仕事の都合で、早朝のツーリストバスに乗りカトマンズ

へ帰った。今回は、9 日間コースを 6日間で歩いたが、いつも山に行っているピナクル

のメンバーなら、６日間で十分のようだ。それにしても暑いトレッキングだった。 

タクシーのカローラ（古っ！） 
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22222222 日～日～日～日～25252525 日日日日まで、ヒンドゥー教のお祭りに行ったり、山道具屋さんを巡ったりしなが

らのんびり過ごした。 

 帰りに、ティカさんからカトマンズから持って帰って欲しい物を頼まれたのですが、

結構、大きくてザックに入らず、ティカさんから遠征隊用の大きなバックを借りて、

ザックの中身をばらしパンパンに詰め込んだところ、一応入ったものの、抱えきれな

い重量になった。ちなみに飛行機の預け荷物の重量制限は 20kg。それ以上は、追加料

金を支払う事になるが、ティカさんがいい方法を教えてくれると言うので、信じて空

港へ向かった。 

 チェックインカウンターには、2人のおじさんが係員として立っていた。満身の力で

バックを置くと、「これを見ろ！」と言う仕草で計量器の数字を指差した。げっ！32kg

だって･･･。「パイサ、チャイナ。パイサ、チャイナ。」（パイサ＝お金・チャイナ＝無

い）これを私は連呼する。係員のおじさんたち顔を見合わせて「§＊＆％＄＃※！！」

とネパリ語で返して来る。･？？･･わからん。ちょっと間があって「パイサチャイナ。

パイサチャイナ。」ひたすら繰り返す。あー、もう分かった！行け！と言う様な仕草で

搭乗券をくれたので、ぺこっ！とお辞儀をして、「パイサチャイナ。パイサチャイナ。」

と念仏のように呟きながら、その場を離れた。 

 これが、ティカさんが教えてくれたいい方法である･･。･･って、冷や汗もんじゃな

い！！なにが、いい方法だぁ～。まぁ、取り合えず追加料金無しで帰国できましたが、

福岡についてタクシーを降り、自宅の玄関前で、その巨大なバックは爆発してしまい

ました。ギリギリセーフって事ですね。ったく、勘弁してよ･･。 

 今回の旅も楽しいものでしたが、山は雪が少なく岩肌が多くなって、氷河は後退し

てしまっているし、水不足で 1日 14 時間の停電は続いていました。オフシーズンなの

に春の花々が見られたのはラッキーでしたが、なにかがおかしい様な感じがします。 

地球温暖化・自然破壊、私達山やとして、自然に優しい登山を心掛けたいと思いまし

た。そして、また、地図を広げている毎日です。パイサチャイナ、パイサチャイナ･･･。 

 

 花々と草 


