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    チベットチベットチベットチベット　　　　～カイラス山（6,714ｍ）～

【報　告　者】Ｉ丸

【日　　　時】平成 19年 5月 14日～6月 13日

【参　加　者】Ｉ丸





費用費用費用費用



　　　　航空券：120,000円(タイ国際航空)

　　　　　ツアー代金：カトマンズ　～　ラサ　USD470（4泊 5日）

　　　　　　　〃　　：　ラサ　　　～　ナムチョレイク USD250(1泊 2日)

　　　　　　　〃　　：　ラサ ～ カイラス山 ～ カトマンズ USD2,350（6泊 7日）





日程日程日程日程





5月 14日　タイ国際航空 TG649　福岡 11：45　
　バンコク着　15：05

　　15日　タイ国際航空 TG319 　バンコク 10:40　
 カトマンズ着 12:45

　　16日～21日 カトマンズ滞在　チベット行きへのツアー手配。中国 VISA取得。

　　　　　　　　（カトマンズ近郊のナガツコットへ 2泊のトレッキングへ行く）

※※※※    カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ    ～～～～    ラサラサラサラサ　　　　ツアーツアーツアーツアー　　　　※※※※

　　22日　6:00 カトマンズのタメル集合　6:45発　ラサ行きツアーバス

　　　　　 ⇒ 陸路にて国境越え ⇒ 15：00 ダム着 《2350ｍ》　宿泊り

23日　4:00ダム《2350m》⇒ ニャラム《3750ｍ》 ⇒ ラクパ峠《5250m》⇒

　　　 ティンリー ⇒ 16：00ラツェ着《4100ｍ》宿泊り

　　24日　7:00ラツェ《4100m》⇒11:00　シガツェ着《3900m》ホテル泊

　　　　　　タシルンポ寺　見学

　　25日　7:00シガツェ《3900m》⇒11:00ギャンツェ着《3950m》ホテル泊

　　　　　　パンコル・チョエデ（白居寺）見学

　　26日　7:00ギャンツェ《3950m》⇒カムパ峠《4750ｍ》⇒ヤムドク湖 ⇒

　　　　　 16:00 ラサ着 《3650ｍ》　ホテル泊

　　27日　ラサ観光　デンプ寺見学・セラ寺見学　　　ホテル泊

　　28日　　　〃　　ジョカン寺見学・ポタラ宮見学　　ホテル泊

※※※※    ラサラサラサラサ    ～　～　～　～　ナムツォナムツォナムツォナムツォ湖湖湖湖    ツアーツアーツアーツアー    ※※※※

　　29日　10:00ラサ《3650ｍ》⇒ ランチェン峠《5132m》⇒ 14:30 ナムツォ湖着

　　　　　 《4700ｍ》　テント村泊

30日 10:00 ナムツォ湖発《4700ｍ》⇒ランチェン峠《5132m》⇒ラサ着 ホテル

泊

※※※※    ラサラサラサラサ    ～　～　～　～　カイラスカイラスカイラスカイラス山山山山    ～　～　～　～　カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ　　　　ツアーツアーツアーツアー    ※※※※

　　31日  9:00　ラサ発　⇒ シガツェ(通行許可申請)⇒ラツェ ⇒24:30 ラカ着
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《4800m》　ゲストハウス泊

　　 1日　9：00ラカ発《4800ｍ》⇒ サガ《4473ｍ》⇒ 14:30バルヤン着《4575ｍ》

　　　　　ゲストハウス泊

　　 2日　9:00 バルヤン発《4575ｍ》⇒ マユム峠《5216ｍ》⇒ マナサロワール湖

⇒ 16:30タルチェン着《4675ｍ》ゲストハウス泊

　　  3日 タルチェン滞在：9:00～トレッキング（Gyandrak Monastrey）4960ｍ

　　　　　(歩行時間 5H)　ゲストハウス泊

　　　4日 8:00タルチェン発《4575ｍ》⇒ 19:30サガ着《4473ｍ》ホテル泊

　　　5日 9:00 サガ発《4473ｍ》⇒ ニャラム ⇒ 20:00 ダム着 《2350ｍ》

　　　　　 ゲストハウス泊

　　　6日 7:00 ダム発　⇒　陸路にて国境越え ⇒ 14:30 カトマンズ着

　　　7日～11日　カトマンズ観光。

　　 12日　タイ国際航空 TG320 カトマンズ発 13:50　
 バンコク着 18：20

　　 13日　タイ国際航空 TG648 バンコク発 00:50　⇒ 福岡着　8：00

　　　　　

《《《《報告報告報告報告》》》》

昨年、秋、ネパールにトレッキングへ行った時、「チベットからのエベレストもいい

ですよ･･」と聞いてしまってから、チベットに異常に興味を持った私は、ダライ･ラマ

自伝から河口慧海のチベット旅行記などなど、チベットに関する本を読みあさり、「世

界平和」まで唱え出して、まさに、体中チベット一色に染まり行って来ました。

しかし、世界平和は、遠く厳しく、平和であるからこそ山が楽しめるのだ･･･。と、

今さらながら、自分の周りの環境がどんなに幸せかを実感する旅となりました。

5555月月月月 15151515日日日日～～～～21212121日日日日 ラサへのツアー探しや順番待ちでカトマンズに滞在。週 3便発の

ラサ行き飛行機は、全て満席らしく、安いツアーも週 2回しか出発しない為順番待ち

となった。（お金を出してチャーターにすれば、直ぐに手配できます）全て、ネパール

のガイドのティカさんが手配準備してくれているので、パスポートを預けて、カトマ

ンズ近郊のナガルコットへと出かけた。ここは、ヒマラヤ展望台として白い峰々が見

渡せる場所として有名だったが、雨季に入ったのか、毎日雲が多く時々雨が降って、

ほとんど山が見えずに終了。メチャクチャ不完全燃焼である。

5555月月月月 22222222日日日日～～～～28282828日日日日 やっと、チベットへ向けて出発ができた。私が参加したツアーは、

30人の若いヨーロッパからのバックパッカーが集うグループだった。ちと、場違いな

感じがしたが、安いツアーなので仕方ない。物凄いオンボロバスに乗って国境へと向

かう。国境の町ダムへ着くと、荷物もちの人間や物資輸送のトラックやらでごった返

している。ここから国境のある“友誼橋”まで荷物を抱えて歩かなければならない。
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まず、ネパール側で出国手続きをして、橋の上で中国側からの健康チェックを受ける。

なんなのか分か

らないが、額に

光線をあてられ

て“ピッ”と言

う電子音がなっ

たらＯＫである。

その横で私のザ

ックは、消毒の

ような霧を噴き

かけられている。

ここから先は、

チベット側から

のガイドが迎え

に来ていないと先へは進めない。（個人での入国は無理）ガイドは来ていたが、バスが

手配出来なかったらしく、メチャおんぼろ軽自動車に乗れるだけ乗せられて 30分、中

国の公安局に到着。ここで中国への入国手続きをする。するとそこはもう中国、時間

も北京時間に合わせなければならないので、時計を 2時間進める。ほとんど東経は変

わっていないのに不思議だ･･。

ここから毎日バスに揺られ、途中途中で観光をしながらラサへと向かった。昼間の

日差しは痛いほど強く、とても歩き回る気になれなかったので、毎日、観光のみで終

わった。

26日念願のラサへ到着した。聖なる都ラサの象徴である“ポタラ宮”とのご対面！

ｶﾞ･･、すでに中国色が濃い建物に囲まれ、ネオンが煌き、夜には、大音響の中国音楽

に包まれていた･･･。軽い目まいと共に私のチベット文化へのイメージが雪崩のように

崩れていった。また、ポタラ宮への入場者数（1日 2000人）制限の為、明後日にしか

見学できないらしい。この日からティカさんのお友達のチベットの方と毎晩食事を共

にすることになった。チベットの話を色々と聞く事が出来、とても考えさせられた。

29292929日日日日～～～～30303030日日日日 ナムツォ湖へ 1泊 2日

の旅へでる。午前 10時、トヨタのラン

クルで一路ナムツォへ向かう。途中、ま

ッ平らな平原に一直線に伸びる道路を

一心不乱に五体投地している信者達を

たくさん見た。チベット教の信仰の深さ
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を感じる。

4時間半でナムツォレイクのタシ島にあるテント村へ到着。青い湖面に白い峰々の美し

い景色にウットリした。

カイラスカイラスカイラスカイラス山山山山へのへのへのへの旅旅旅旅

　　31日 9時。トヨタのラウンドクルーザーに運転手、ガイド、ティカさんと私の 4

人でカイラス山目指し、ラサを出発。英語が話せるガイドのはずが、全く話せずそし

て、要領が悪そうなガイドであった。かなり、ガッカリ。途中、シガツェと言う町の

公安局で外人通行許可を貰わなければならない。が、担当者が昼休みだとか食事中だ

とか言って、3時間半も待たされた。そこからラツェと言う町を通り過ぎてからは、道

路が悪路に変わった。川の様な道を渡ったり、凸凹の急登、急降をトヨタのランクル

は立ち往生する事無く進んだ。私は、古いのによく走るランクルに拍手喝采であった。

　昼間は、道路工事のため閉鎖されてしまう区間を、今夜中に通り抜けないと日程が

足りなくなるらしく、目的地よりもかなり進んで、夜中にやっとラカと言う村に着い

た。お店は全て閉まっていたので、カップラーメンだけ貰ったが、メチャ辛くて食べ

られない。そして 4800ｍもある

ので寒い。ヒモジイ、寒い･･。

うぅ･･つらい。シュラフに潜り

込んで、世界平和を祈る事の厳

しさを知った。

　1日 9時にゲストハウスを出

発。今日は、砂利道だが昨日よ

りかなり道の状態が良かった。

途中、ガソリンスタンドに寄っ

たが、トヨタのランクルが長蛇

の列である。なんでも、インド人グループが 25台チャーターしてカイラス山へ向かっ

ているらしい。さすがヒンドゥー教の総本山だけあってインド人が多い。途中のチェ

ックポイントで、中国軍人からパスポートとビザのチェックを受けた。14時にバルヤ

ンと言う町に着き、ゲストハウスのダイニングでのんびり過ごす。外は、砂嵐で散歩

をする気にさえならなかった。ヤクの干肉が美味しかった。

　2日 9時に出発。今日もチェックポイントがあった。ここでは、40分待たされた。

途中でパンクの修理を 1回する。私達のランクルは状態がいい方であるようで、大平

原の一本道で立往生しているランクルをたくさん見かけた。あの後、あの車はどうす

るんだろう？なんか考えただけでも“ぞっっ！”とする。マユム峠（5126ｍ）と言う

タルチョの旗がたなびく峠で、インド人が皆、ある方向を向いて平伏して祈っている。
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その方向を見ると、遠くにカイラス山が白く聳えている。おぉ～、やっと来たぞぉ～。

世界平和、世界平和･･。ラサで購入した数珠を手に持ち、「オンマニペメフン」（南無

阿弥陀仏のチベット版）

(-人-)「世界が平和でありますよう

に･･」(-人-)

そこから、1時間半ほどでカイラス

山の麓の村タルチェンへ到着。入村料

80元を支払った。が、雲が出てきた

為、カイラス山は見えなくなった。そ

して、ここはとても寒い。空気も薄い。

で、トイレが無い！そこら中で皆しゃ

がんでいる･･。はぁ～、暗くなるまで

私は待とう。村の公安局へ入境許可証

を提出。（これは、ガイドがやってく

れる）中国人の店が多かったので、

昼・夜と中華料理を食べた。チャーハ

ンは、流石に美味しかった。

3日 雲が多く、カイラス山が見え

ない。えぇーー、かなりガッカリ！しかし、世界平和を祈る為、セルンゴンバ（5020

ｍ）、ギャンダゴンバ（5050ｍ）と言うお寺へ向かう。村の北にある丘を登って川沿い

に歩くと、まずセルンゴンバが見えてくる。気温は低く、ゆっくり歩かないと息が切

れる。ゴンバには僧侶が住んでいて、チベット語でなにやら説明してくれたのをティ

カさんが訳してくれたが、あまり分からなかった。そこから東へ進むとギャンダゴン

バがある。ここには、もう 5年もここで大工仕事をしているというスイス人に遭った。

まさに、5years in Tibetである。この地の美しさに魅了されたらしい。確かにここま

で来ると人も少なく、静かで、アジアの聖なる地を感じる。

一旦、ゲストハウスへ戻ったが、午後から晴れたので気を取り直して、カイラス山

が良く見える丘へ登った。標高差はさほど無いと思うが、苦しい･･。ティカさんは流

石にスタスタ登る。だがこのビューポイントから見たカイラス山は美しかった。私は、

ここを世界平和祈願の最終地点と決めた。振返ってみると、福岡を出発してから今日

まで、ほんと長かった･･。この日 1日だけがトレッキングが出来た日であった。

4日 とてもよく晴れ、カイラス山が神々しく見える。多分もう来る事は無いだろう

なぁ～と思いながら出発。車窓から何時までもカイラス山を眺めていた。途中、マナ

サロワール湖に寄りティカさんは水を汲んでいた。このような聖湖の水はありがたい
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水らしく、帰ってから皆で飲むらしい。

大丈夫なのかな？？

ランクルの中は、気温 38度くらいに上

昇するがエアコンは入れない。なぜかは

不明だが、多分、故障しているか燃費を

良くするためかであろうと思う。砂埃で

窓は開けられないのでとにかく暑い。が、

ティカさんもガイドのチベット人も汗が

出ない。不思議だが体質の違いなのかな

ぁ？サガの町へ到着した時にはヘトヘト

で、ガイドが勧めるゲストハウスを断っ

て、一番高いホテル（220元）に泊り、

久しぶりにシャワーを浴びた。

5日 サガからは、また凸凹道をひた走る。前も後もランクルが砂埃を上げ走ってい

る。今日も車内は暑い･･･。が、車の外は風があり寒い。時々止まっては外に出て身体

を冷やし、また乗って進むを繰り返しネパールへ向かう。車窓からの景色は、ネパー

ルの白い峰々が連なって緑の草原が広がり、遊牧民のテントも点在しヤクや羊が群を

なして、まさにチベット高原を移動している感じである。色々な花も咲いていた。あ

と少しで今日の目的地と言うところで、道路工事中。なんとここで 4時間半の足止め

を食らう。後続車が来るは来るは、ランクルだけでも 100台以上が連なった。

午後 6時半、工事が終わり、我先にと溜まっていたランクルが一斉に走り出す。宿

泊地の町、ダムでは大渋滞。ティカさんとガイドはホテルを確保しに町へ走って行っ

た。私は、もう「どうにでもしてくれっ！」状態。怒号とクラクションの凄まじい暗

がりの道で、「なんで、こんな所に居るのだろう･･？」と自問自答する頃、雨が降り出

した。さ・い・あ・くっ！！　が、ティカさんがホテルを見つけてくれたので、ちゃ

んとベットで眠れました。ほんと、有り難かった。

6日 ダムの町で出国手続きをするのだが、公安局は、物凄い人だかりである。いつ

も気付くと人だかりから弾き飛ばされている私は、ティカさんやガイトから引っ張ら

れ、列に割り込み、我先にパスポートを出して手続き完了。ネパール側の国境の町、

コダリまで 8kmをランクルで移動し、ここで、運転手とガイドと別れ、ネパール側で

の再入国手続きをする。ここでも秩序は無い。カウンターに押し寄せて、我先にとパ

スポートとビザ申請書と 30ドルを差し出して手続きを完了する。その間にティカさん

が、カトマンズ行きの車を探して値段交渉し手配してくれていた。お陰で、スムーズ

にカトマンズまで移動できました。
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　チベットと言えば「秘境」というイメージだったが、中国の「西部大開発」によっ

て、交通機関は便利になったものの、中国色の強い町が多かった。また、チベット自

治区のほとんどは未だに非解放地区であり、その地域へ行く為には「外国人旅行証」

と言うパーミットを公安局で発行してもらわなければならない。チベットの情勢はよ

く変わるらしく、パーミットの制度も色々変わる。

　今回も、カイラス山へ行くのに申請許可に 4日間待った。しかし、最初は 7日間か

かると言われた。ツアー会社からは、「ダライ・ラマの写真やチベット国旗、FREE

TIBETと書かれたものは、持ち込まないように」と注意を受け、各チェックポイント

では、中国軍から睨み付けられ、チベット人からは、中国人に間違えられ邪険に扱わ

れたり、嫌な思いをする事が多かった。

　自由な国日本で、好きな山へ好きな時にいける平和の有難味をヒシヒシと感じまし

た。世界平和は大切な事です。平和だから山が楽しめるのだと心から思うようになっ

た旅でした。
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カイラス山


