
 ナヤ･カングナヤ･カングナヤ･カングナヤ･カング(5846(5846(5846(5846ｍｍｍｍ))))    ～県連ネパール登山～  

【報 告 者】I丸 

【日   時】２００９年１０月１日(木)～２７日（火） 

【参 加 者】I丸 ≪県連：Tさん(フェニックス) Iさん(あだあると) Ni(大

牟田 HC)Na(大川山人会) Yo(福岡労山) Ya(想山会)≫ 

    

≪日≪日≪日≪日    程程程程≫≫≫≫    

 10 月１日 21:00 福岡空港 → 22:00 韓国仁川空港（空港内泊まり） 

    2 日 8:50 韓国仁川空港 → 12:05 カトマンズ空港（カトマンズ泊）  

    3 日 8:15 カトマンズ国内線 →飛行機→ 8:45 ポカラ空港（ポカラ泊） 

    4 日 7:00 ポカラ空港 → 飛行機→ 7:25 ジョムソン空港 → 9:15 マルファ

ポーターと合流（ロッジ泊） 

    5 日 8:05 マルファ → 14：40 アルバリ(4100m) 高度順化(4600ｍ)テント泊 

    6 日～7日 悪天候の為、停滞(4100m) 

    8 日 8：00 高度順化(4800m)積雪の為､撤退を決定→13：20 アルバリ(4100ｍ） 

    9 日 ～11 日 移動日 アルバリ～マルファ～タトパニ～ポカラ～カトマンズ 

   12 日 カトマンズ 

   13 日 7:30 カトマンズ →車移動→ドゥンチェ(1960ｍ) ロッジ泊 

    14 日 6:00 ドゥンチェ→ 15:15 チャランパティ(3580ｍ)ロッジ泊 

   15 日 7:20 チャランパティ → ゴサインクンド(4380m)ロッジ泊 

   16 日 6：00 ゴサインロッジ → 11:1511:1511:1511:15 スリヤピークスリヤピークスリヤピークスリヤピーク(5145m)(5145m)(5145m)(5145m) → 15:15 ゴサイ 

    ンロッジ (4380m)ロッジ泊 

   17 日 7:00 ゴサインクンド → 10:20 チャランパティで下山組と別行動 → 

      17:15 バンブー(1970m) ロッジ泊 

   18 日 7;10 バンブー → ランタン(3400m) ロッジ泊 

   19 日 7：15 ランタン → ベースキャンプ(4200m) テント泊 

   20 日 8:05 ベースキャンプ → ハイキャンプ(4800m)高度順化 テント泊 

   21 日 3:00 ハイキャンプ →    14:0014:0014:0014:00 ナヤカングナヤカングナヤカングナヤカング(5846m)(5846m)(5846m)(5846m)    → 19:20 ハイキャン 

      プ (4800ｍ)テント泊 

   22 日 6:30 ハイキャンプ →ベースキャンプ撤収 →16:30 ランタン ロッジ泊 

   23 日 8:00 ランタン → 17:00 シャプルベジン(1400m) ロッジ泊 

   24 日 7:30 シャプルベジン → 車移動 → 16:00 カトマンズ ホテル泊 

   25 日～26 日 カトマンズ滞在 27 日 韓国経由で帰国。 



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

 当初予定されていた山【タシカンⅠ･Ⅱ･Ⅲ峰】の 6000ｍ峰連続登頂は、10 月 4 日

までのマルファまでは、順調に進んだものの、登山活動に入った日から天候が悪化し、

雪となってしまった。結局、タシカン峰ベースキャンプまでの道は、雪で閉ざされ、

ガスが垂れこめて、その山容さえ見ることができずに撤退する事になった。 

 登山隊 7名･ガイド 2名･ポーター4名･キッチンボーイ 2名･ロバ 20頭の 7～800キ

ロほど荷物のあるキャラバン隊は、一旦、カトマンズへ引き返す事になったが、雨が

降り続いた道路は、川のようになり、足止めさせられていた村人達との車の奪い合い

があり、･･･と、三日間かかって、やっとカトマンズに戻ってきた。 

 ここから、この日程で行けそうな山を探し、車を手配し、登山許可を取り直して、

キャラバン隊を組み直して･･･と、大変な作業であるが、すべてエージェントのティカ

さん達がやってくれるので、私たちは、カトマンズでショッピングをしていた。 

 思いもよらない変更に、ヒマラヤでの高所登山の難しさを初めて知った。アプロー

チだけでも大変なのだ･･。今回は、高度順化で【スリヤピーク 5145ｍ】にまず登り、

次に【ナヤカング 5846ｍ】へ登頂する事に決まった。 

 10101010月月月月 13131313日日日日    晴れ晴れ晴れ晴れ    日本を出発して、すでに 2週間が過ぎようとしている今日からが、

再び登山の始まりである。カトンマンズからチャーターバスに大荷物を詰め込んで出

発。一路、ランタン谷へ向かう。私は、去年の夏にランタントレッキングへ行ったば

かりなので、色々と記憶が新しい。 

悪路を 1 日かけて、ドゥンチェ(1960ｍ)へ到着。相変わらずの谷底に落ちそうな危

ない道のドライブでぐったりである。ここで、スリヤピークとナヤカングへの荷物の

振り分けをし、ナヤカングへ

の荷物が先行する。 

10101010 月月月月 14141414 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ     数日前は、

雪の中だったのに、今日は、

蒸し暑いジャングル地帯を

歩く。Ｔシャツ 1枚でも汗だ

くになって、3550ｍのチャラ

ンパティに到着。ここからは、

ランタンヒマールがよく見

える。しかし、夜はかなり寒

かった。 

10101010 月月月月 15151515 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 森林限界

を超え、リンドウが咲く草原



地帯を歩く。真っ白な峰峰が見え、快適なトレッキングを楽しんだ。気温は、かなり

低めになってきて、フリースに着替えた。スリヤピーク登山のベースとなる、ゴサイ

ンクンドのロッジに到着。標高 4380ｍあるが、一度高度順化をしてここまで来たので、

高度障害が出る事もなかった。ここには、煩悩の数と一緒の 108個の湖があるらしい。

湖畔のロッジに荷物を置いて、高度順化のため、次の峠まで往復３時間ほど歩いた。 

    10101010月月月月 11116666日くもり日くもり日くもり日くもり    気温は、－5度。一応、アイゼンをサックに入れて出発する。ス

リヤピークまでは、アルパインコースとノーマルコースがあるが、今回は、ノーマル

コースを往復する事になった。峠まで道はあるが、そこから先は、ガイドの後を歩く

事になる。 

 なるべく自分でもルートの取り方を確認しながら歩いたつもりだが、岩がゴツゴツ

していて、ガスがかかり出し、途中から、どの方向へ進んでいるのか分からなくなっ

てきた。雪が薄く被ったガレ場をひたすら登る。左肩の尾根に上がりこんでピークに

向かったと思う（たぶん･･）。5000ｍを超えると積雪もあり、かなり息苦しい。晴れて

いたら、湖が見渡せる絶景の展望らしいが、この日は、ガスっていて真っ白！なにも

見えなかった。そして、寒かったぁ～。無事、全員登頂。 

 下りは、峠を巻いて、湖畔に下ったのだが、地図も無いしガレ場で見通しが無いし

で、チンプンカンプンになったけど、ガイドは、しっかり地形を頭に入れていて、コ

ンパスも使わなかった。結局この日は、アイゼンを使わずに終わった。 

 10101010月月月月 17171717日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    次の山へ向かって出発。来た道を下り、チャランパティで下山組 3

人と別れて、4人でランタン谷のルートへと入る。1600ｍまでどんどん下る。朝の気温

はマイナスだったのに、また、ジャングル地帯の夏山へ逆戻り。Ｔシャツに着替える。

すこし登り返して、去年の夏に来

たバンブー村(1900m)でロッジに

泊まった。今日は、10 時間ほど

下りっぱなしだったので、ちょっ

と疲れた･･。 

 10101010 月月月月 18181818 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    1500ｍぐらい

の標高差をひたすら登る。また前

方に真っ白なランタンヒマール

が見えだした。しかし、なんか疲

れが溜まってきた感じ。日本食を

作ってくれるコック達は、途中で

別れてから先にベースキャンプ

へ行っている。彼らが作ってくれ



る日本食がとても食べたかった。 

秋のトレッキングシーズンとあって、たくさんのトレッカーが歩いていたが、ほと

んどがヨーロッパ人。んーー･･、共通の会話が見いだせない。 

 10101010 月月月月 19191919 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 一般コースから離れ、山へと向かって行く。標高も高くなり寒くな

ってきたし、ハイカーが居なくなった。ランタン谷から斜面を登って高度を上げると、

眼下にランタン谷が広がる。真っ白なランタンヒマラヤを眺めていると、どこまでも

続く峰々に心が広がって行く。やっぱり、ネパールはサイコーである！ 

 空気の薄さにあえぎながらベースキャンプへ到着。ここには、先発隊で移動してい

たスタッフが、すでにテントを張って、キッチンテントで温かいお茶を準備してくれ

ていた。一息入れて、明日からの登山準備に取り掛かる。登攀用具にハイキャンプ用

のテントなど、かなりの荷揚げをしなければならないが、ありがたい事に、ポーター

の方々が運んでくれる。私達は、自分のシュラフ・マット・登攀用具ぐらいをザック

に詰め込んだ。 

 夜は、久しぶりに美味しい日本食をたべさせてもらって、少し元気になった。 

 10101010月月月月 20202020日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 6～7キロ程のザックだろうが、なぜか肩にズッシリとのしかかる。

酸素が薄いせいだと思う。一歩一歩の登りがしんどい。4500ｍ以上から雪があったが、

ハイキャンプまでは、アイゼンを付ける事なく到着した。もっと高い位置まで移動し

たかったが、テントを張るような平地がなく、4800ｍ地点にテントを張ることになっ

た。私達以外に、2パーティーの外国人も同じ場所をテント場としていた。 

 高所でのテント設営・水の確保は、かなりの重労働である。息が上がって仕方なか

ったので、ダイナモックスを飲んでみた。ちょっと呼吸が楽になったけど期待してい

た程の効果は無かった。 

 明日の下見にテント場を出発。ナヤカングの山頂目指し、真っ直ぐなトレースを引

いてみたが、途中に雪崩が何層にもなって固まったバンドがあり、とても登れそうに

ない。我がクライミングガイドの２人は、左

手にあるガリーを登っていた。そこから雪崩

が固まったバンド場を右へトラバースし、右

手のリッジを登るというルートのようであ

る。しかし、ガイドが豆粒のように見える･･。

遠いなぁ～、でも、ガイドがステップを作っ

ているだろうから、明日は登りやすいだろ

う･･。と思っていた。 

 夜は、コックが持たせてくれたスパゲッテ

ィをお腹いっぱい食べた。 



 10101010 月月月月 21212121 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    夜中の２時に起床。お腹は空いてないけど、行動時間が長くなり

そうなので、無理やり沢山食べた。外の気温はマイナス 16度。真っ暗で寒い･･。ガイ

ドを先頭にまず、左手のガリーを登り出す。200ｍぐらいあったと思う。しかし、思っ

たほど雪が締まっておらず、ガイドのステップは使えない。2～3回の蹴り込みをしな

がら登って行く。この蹴り込み作業が酸素が薄いため結構辛い。雪崩跡のバント地帯

を右へトラバースしたころで明るくなって来た。 

 ここからガイドがフィックスロープを張ってくれるので、しばし休憩。見上げると、

ダブルアックスでゼンマイ仕掛けの人間のようにガシガシ登って行くのが見える。早

いなァ～。フィックスロープと言っても、ビニール製のトラロープの様な物。200ｍ程

登ったあたりのテラス場の所で一旦終わった。 

 私達は、フィックスロープにユマールをセットして登る。スノーバーで支点を取っ

ている箇所で掛け替えを行って登り続ける訳だが、まぁー、苦しい･･。2～3歩登って

は、喉まで上がって来る心臓を抑えながら、ジワジワ登る。先頭に登っているフラン

ス人カップルがとても遅いため、かなり時間が掛った。結局、私達のグループに吸収

された形で、一緒に行動する事になってしまったが、登山経験者では無いようだった

ので、時間をかなり取られてしまった。 

 そのテラスで休憩している間に、次のフィックスロープが張られた。今度も 200ｍ

くらい。しかし、この時点で登頂予定の正午を過ぎてしまい、待ち時間も多いため、

ダウンの防寒着を身に付けた。山頂直下では、フィックスロープが足らなくなり、後

方から来たメンバーのザイルを借りてフィックスを張った。 

 あと 30ｍ程で山頂のようだが、山頂は雪庇が手前に張り出していて乗り越し出来る

かが不安･･･。ガイドが登って雪庇をバイル

で崩し乗り上がったものの、スノーバーを

打ち込んでスルスルと降りて来た。なんで

も、向こう側はスッパリと切れていて、と

ても立てないらしい。･･･と言うことで、

「この場で登頂！と言う事になりま

す！」･･って、「はぁ～？？」ここで終わ

り？？なんか中途半端。って言うか「やっ

たぞー！」って言う感動はどこ･･？という

事で、1 人ずつ、そこからちょっと上のス

ノーバーがある所まで登って終了！と言う

事になった。 

 もう時間は 14 時を過ぎている。そして、



かなり寒い！下るとなったら、とっととフィックスロープにユマールをセットして、

ガンガン下る。傾斜のきつい箇所は、エイト環で懸垂下降。しかし、このビニールの

ロープ、途中途中でかなりキンクして固まっていたので、その度にユマールをセット

し、エイト環の掛け替えを行わなければならなかったので、かなり息が切れた。寒い･･。

ひもじい･･。酸素ﾅｲ･･。何かに取りつかれた様にひたすら下った。休憩もせずに。 

 テント場に到着した時は、既にうす暗くなっていて、アイゼン･スパッツが凍りつい

て全く外せない。ピッケルで叩き割ってなんとか外れたが目眩がしそうなくらい息が

切れた。この日は、ここのテントを撤収してベースキャンプまで下る予定だったので

食料が無い。今朝に余ったラーメン 1袋。これを 4人で分けて食べた。 

 寒い･･。ヒモジイ･･。息が苦しい･･。それでも眠れるほど疲れていた。 

 10101010 月月月月 22222222 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    朝、食べる物もなく、テント場撤収作業開始。ポーターの若者達

がベースキャンプから登って来てくれて手伝ってくれる。ありがたい･･。喉が乾燥し

てガラガラで、咳が止まらない。下るだけの道のりだがとても疲れた。 

 くたくたでベースキャンプに着くと、天ぷら・うどん・海苔巻の和食がサッとださ

れた。もうウルウルに涙が出るほど嬉しかった！飛びかかる様に食った食った。落ち

ついて見渡すと、真っ白な峰々が眼下に広がっていて、とても幸せだった･･。が、そ

んな時間も束の間、ベースキャンプの撤収作業を開始。お腹は一杯になっても、疲れ

た身体には応えた。まだまだ酸素も薄い。 

 新たに雇われたポーター達がランタン谷から来てくれたので、私達は、相変わらず

自分の荷物のみを背負って下山開始。私は、身体の疲労より、喉の痛みが辛くて、咳

が止まらず難儀した。 

 一般ルートに戻り、ロッジに泊まったが、咳が止まらなくて眠れなかった。 

 11110000月月月月 23232323日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ 残された日程があまりないので、2日掛けて下るコースを１日で下

る。また、ジャングル地帯になり、夏山のように暑い。昨日までは冬山だったのに･･。 

 この日は、登山最終日となるので、夜は、宿泊ロッジでスタッフ全員での打ち上げ

をした。ほんとに、このネパールでの協力者が居なければ何も出来ない。雇う側と雇

われる側の立場だが、ひと月近く行動を共にしていると、仲間の様な感じがする。よ

く働いてくれたネパール人スタッフの方々に心から感謝する。 

    10101010 月月月月 24242424 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ チャーターバスでの最終移動日。また、谷底へ落ちそうな悪路を

進む。途中、ぬかるみにはまって、みんなで脱出作業をしたりして、なんとかカトマ

ンズへ到着した。しかし、私の咳は止まらない。これは、ヒマラヤ咳と言って、高所

登山をすると息が荒くなるため、喉を痛め咳がしばらく止まらなくなるらしい。トロ

ーチ・喉ヌールスプレーなど必携であります。 

 10101010 月月月月 25252525・・・・26262626 日晴れ日晴れ日晴れ日晴れ    カトマンズでは、キャラバン隊の精算業務や登頂証明の取得



などで、あっと言う間に時は過ぎ、今回の登山は終了した。 

 今回は、福岡県勤労者山岳会の登山隊への参加であったが、何時の日か、是非とも

ピナクルで海外遠征隊を組みたいのが私の夢である。ヒマラヤの山頂に仲間と立ちた

い！そんな日が来るまで、私の海外登山活動は続くのであった・・・。    

  

 

←←←←    ナヤカング山頂から。 

ランタン谷の向こうに 

ランタンヒマールが見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

※ ネパール地図ネパール地図ネパール地図ネパール地図    

 

途中敗退した 

タシカン峰ⅠⅡⅢ 

ナヤカング 


