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学生のヒマラヤ野外実習プログラム V 

－第３回実習ツアー引率日誌－ 

吉田 勝 

 

はじめに 

 

学生のヒマラヤ野外実習プログラム第３回実習ツアーは2014年３月５日～１９日の15日間、ネパール

ヒマラヤ中部カリガンダキ河上流～ルンビニルートで行われた。この実施概要報告は前報（吉田2015）に

収録したので、ここではツアーの行動を日程を追って報告する。実習ツアーのコースと日程等は吉田

（2015）参照。 

 

出国からカトマンズ出発まで 

 

３月５日 昆明へ 

関空でツアー経費の一部（150万円）を引き出し、ツアーサブリーダーの酒井哲弥さんと分けてネパール

に持ち込むことにする。残りは現地の ATM で直接引き出す計画だ。関空では酒井さんを始めとする島根大

グループ14人を主とする一行16人が合流、上海で成田発、名古屋発と福岡発の数人づつが合流して全員25

人がそろった。昆明着は深夜０時15分、空港４階の“安息室”ベッド（１人80元）での仮眠となった（第1図）。 

３月６日 昆明からカトマンズへ 

昆明空港内の食堂はどこも高価で朝食でも１食130元（約

2600円）程度以上だった。しかし、4階安息室裏にセルフのハ

ンバーグ屋をみつけ、１人あたり60元までとして各人勝手に注

文した。しかしその後、多くの中国人が食べている1個６元の

インスタントラーメンを空港内のコンビニで売っているのがわ

かり、昼食はそれにした。中国の空港では熱湯がどこでも自由

に供給されているのがなかなかよい。昆明発14時30分、カト

マンズ着15時20分。今回の現地旅行社（ポカラのディプロマ

ート社）のジャビ社長(Mr. Jhabi Adhikari)に迎えられて市内

中東部にあるブリハスパティホテル（Hotel Brihaspati）に落ち着

く。夜はホテルの食堂で全員の自己紹介と、夕食は早速にダル

バートの洗礼、皆おいしいと喜んでいた。 

３月７日 カトマンズで 

ホテルを８時に出て町の中心にあるトリブバン大学トリチャ

ンドラキャンパスまで20分ほど歩いて行く。8：30からプレツア

ーセミナー開始。言語は英語で、参加者全員の自己紹介に続い

て吉田による「学生のヒマラヤ野外実習プログラムの沿革」、

「ヒマラヤのおいたち」、吉田とツアーサブリーダーのアナンタ

(Dr. Ananta Gajurel)による「ツアールートの地質」、酒井によ

るカトマンズ盆地の地質発達史の講義と質疑応答でセミナー終

了12：00．アナンタが予約した立派なネパールレストランで昼

                                                   

  吉田（2014）に加筆 


大阪支部 ゴンドワナ地質環境研究所〒648-0091和歌山県橋本市柱本147－2 Tel – Fax: 0736-36-7789 E-mail: 

Gondwana@oregano.ocn.ne.jp 


  実際は出発10日ほど前の突然のフライト欠航のため、参加者の帰国日を18日から20日に分けざるを得なかった。 

 

 

第1図 昆明空港の安息室 

第2図 お昼はカレーセットのタリに 
舌鼓 



29 

 

食1人850ルピー（第2図）。昼食後教室に戻り、学生達を４グループに分けてネパール学生を5－6人づつ割

振り、スワヤンブナートとタメルの見学に送り出した。 

タクシー代として各グループに2000ルピーづつ渡した。皆無事に夕方戻ってきたが、タクシーを使わず

に公共バスを利用したそうだ。おやつを買ったりしたが、半分以上余って返してきた。皆がツアーに行って

いる間、私は銀行で換金、ジャビと細かい議論を経て旅行経費一部の前払いを済ませた。夕食はチベッタン

レストランで歓迎パーティー。全員に英語であいさつしてもらう。 

 

ポカラを経てカリガンダキ河へ 

 

3月8日 カトマンズからポカラへ 

早朝6時半にホテル発、チャーターバスでポカラに向

かう。一行はトリブバン大学の教員2人と男女2人の３年

生も含め、全部で29人だ。お天気は良く、バスの窓から

見えるガネッシュマールやマナスルの白い頂きに歓声が

あがる。朝食はトリスリ河畔のレストランで（第3図）

再びダルバート。 

カトマンズ～ポカラ間では、下記5か所の地質見学を

行った。①Koiralatok 峠手前の道路で一時ストップして

カトマンズ盆地を見渡す、②Maleku を過ぎてしばし、

Gajuri の近くで道路を横切る MCT をバスから観察、

③Krishnabhir 地すべりのソフト（植樹）とハード（石

垣）の対策、④Mugling 手前17ｋｍ（マイルストーン）地点 (Jogimara)のトリスリ河左岸壁でダディンド

ロマイト中のストロマトライト露頭、⑤ポカラ盆地に入って見事な水平テラスを作るポカラ層。 

夕方4時頃、ジャビの経営するホテル・センターレイク着。2人室10室と3人室3室に参加者を割振る。こ

れからずっとツアーを通して、日本人学生が必ずネパール人学生と同室を経験するよう、毎日の部屋割りは

厄介だった。 

3月9日 ポカラからジョムソンへ 

ポカラ発、チャーターバスとジープでジョムソン（標高2750ｍ）まで行く。朝食は途中でとることとし

て早朝6時にホテル発、昨日見れなかったマチャプチャレとアンナプルナ連峰が朝焼けで見事に輝いている

（第4図）。ベニで、これもチャーターした地元の汚いバスに乗り換えた。タトパニで昼食をとる。ここから

はニルギリ南峰がよく見えた。 

このルートでは以下の5ポイントを観察した。①Kande の峠周辺から見るアンナプルナ連峰は素晴らしい、

 

第3図 トリスリ河沿いの快適なレストラン 
トリスリ河沿いの快適なレストラン 

 
 

第4図 朝焼けのマチャプチャレに大興奮         第5図 膨大な GLOF堆積物に息を飲む 
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②Kusma～Baglung 間の GLOF 堆積物のテラス（第5図）と Baglung 分岐点の GLOF 堆積物、③Dana の

ガッテコーラで主中央衝上断層（MCT）、④チャクタンコーラで南チベットディタッチメント、⑤マルファ

村対岸の横臥褶曲。ジョムソンに6時、日暮れ前に着く。学生等数人が車よいか高度障害、或いはそれらの

複合効果で調子が悪くなった。 

 

最標高地点のムクチナートからカリガンダキ河を下る 

 

3月10日 ムクチナートからカグベニへ 

今日も天気は良い。ホテルの窓からニルギリ北

峰が見事に輝いている（第6図）。チャーターした

地元バスとジープ１台でジョムソンからカグベニ

（標高2800ｍ）を経てムクチナートへ（3750ｍ）。

男子学生のＳ君が車酔いで何度か吐き、その都度

車を止めて酔いざまし。ムクチナート周辺はとこ

ろどころに10～20ｃｍの積雪が残っている。ムク

チナートの北～南にそびえる6000ｍ級の山々、ジ

ョンコーラ上流部に広がる広大な平坦面など、素

晴らしい風景だ（第7図）。 

ムクチナートから全員で歩いて30分、今回の

ツアーの最標高点（2850ｍ）であるムクチナート

寺院までの標高差約100ｍを、周りの地形と地質を説明しつつゆっくり登る。ムクチナートの北東一帯に広

がっていた昔の湖の堆積物とその湖成扇状地堆積物（第7図参照）、南方ムクチナート山群北斜面のモレーン

や氷河地形が見事だ。 

ムクチナート寺院ではモレーンのクリープによる寺院外壁のひび割れや立木の傾き、モレーン地形など

を観察し、聖池の前でグループ写真（第8図）を撮った。寺院到着後しばらくして女子学生のＫさんが強い

高山病症状を呈したので早々に下る。Ｓさんは立ちあがれず、かつ意識薄弱となり、男子学生が交代で背負

って下ろす。他に女子学生2人も調子がわるくなり、ムクチナートからジープで3人を高度1000ｍ下のカグ

ベニに送る。 

 

第7図 ジョンコーラ上流域の地形観察 

カグベニまでの道は雪もなく、ずっとゆるい下りで、快適なトレッキングだ。南方はるかにダウラギリ

 
第6図 ジョムソンの上に輝くニルギリ北峰 
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が美しい。2時間ほど下り、ジャルコットのすぐ下にアンモナイトを多産するスピティ泥岩層が広く露出し 

 

第8図 ムクチナート寺院の聖池の前でグループ写真 

 

ており、そこで1時間ほど化石探しをした。道の周りの斜面は結構積雪があって露頭の調査は一苦労だ。付

近の転石や石垣のブロックなどから、かなりの量のいろいろな化石を見つけることができた。その後は遠く

の白く高いヒマラヤの峰々、ジョンコーラ沿いや遠くカリガンダキ河上流の何段もの広大なテラス地形やテ

チス層群の大構造などの見事な景観を楽しみつつ、明るいうちにカグベニの宿に着いた。 

3月11日 カグベニからカロパニへ 

朝8時出発。車と徒歩でカグベニからカロパニへ、テチスヒマラヤ帯から高ヒマラヤ帯に入る。カグベニ

～ジョムソン間は広いカリガンダキ河床を歩く。ジョムソンの東にそびえるニルギリ峰が何ともいえず美し

い。高山病の女子学生Ｋさんは朝、看護婦に付き添われてジープでまっすぐにジョムソンのホテルに送り、

半日休養をさせる。いつも訪れるカグベニ右岸のテチス層群中生代累層の大岸壁は落石が危ないために近づ

かず、その南の大露頭を対岸から観察し、褶曲構造を想像したスケッチを全員で作り、或いは砂岩段丘堆積

物の堆積作用を観察する（第9，10図）。 

 

その後は次々と近づくテチス層群中生代層の石灰岩、

砂岩、泥岩、とそれらの互層の大露頭と、その中の堆

積構造、リップルマーク、植物化石、貝化石等々を観

察、さらに西方遠く、Lumbuk Dada 東斜面にトレー

スされる巨大横臥褶曲を含むテチス層群中生代累層の

大構造を観察しつつ（第11，12図）、ジョムソン着2時

半で昼食。昼食後は時折バスとジープを利用しつつ途  

第9図（左図）カグベニの大露頭でスケッチ 
 
 
第10図（下図）段丘堆積物で堆積構造を学ぶ 
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中マルファの南東、カリガンダキ河左岸斜面の大横臥褶曲を観察し、続いてバスで南チベットディタッチメ

ント（STDS）が通るチャクタンコーラに着いた。この地点の STDS では、眼球片麻岩、大理石と、その間

に貫入している電気石花崗岩を観察できるのだが、その露頭地点は雪崩の危険があり、第2回実習ツアー以

後は近づかないことにしている。道路から STDSを遠望し、チャクタンコーラ河原の転石で大理石、花崗片

麻岩、電気石優白質花崗岩等を観察し、STDS を考える。そこからカロパニまでの1時間弱、道路沿いの崖

や支谷の転石で眼球片麻岩を観察し、カロパニの宿に6時頃到着した。カロパニは標高約2500ｍと大分低く

なった。先に車で付いた女子学生等は元気で、どうやらもう高山病の問題はなさそうだ。 

3月12日 カロパニからタトパニへ 

カロパニを7時半に出発し、時折車を使いつつタトパニまで。高ヒマラヤ帯から主中央衝上断層帯（ＭＣ

T）を横切って低ヒマラヤ帯に入るコースだ。まず、カロパニを出て1時間ほどの歩き。この区間でいつも

見られるダウラギリ連峰の雄姿が、霧の中で見えず、残念だった。道路沿いに高ヒマラヤ帯の石灰質片麻岩、

大理石、ガーネット黒雲母片麻岩、ランショウ石片麻岩とタンツムコーラの段丘・扇状地等を観察し、ルプ

ツエ大滝と、この地点で世界最深渓谷となっているカリガンダキの谷底を覗き、ダナのガッテコーラで片麻

岩起源圧砕岩と千枚岩起源フィローナイトを観察してＭＣＴを認識した（第13，14，15，16，17図）。 

  

第11図 中生代テチス層群の砂岩露頭    第12図 両岸全露頭の広いカリガンダキ河を歩く 

  

第13図 タンツンコーラの段丘・扇状地露頭     第14図 高ヒマラヤ帯の大理石露頭 

ガッテコーラから２ｋｍほど南のドウワリコーラまでの区間は道路沿いに露頭はないが、転石等はすべ

て圧砕岩やフィローナイトなので、ＭＣＴ帯なのだろう。ドウワリコーラから南は低ヒマラヤ帯に入り、岩

石はフィローナイトから次第に千枚岩に変わる。タトパニの北では千枚岩、砂岩、ドロマイト、珪岩等の低

ヒマラヤ変堆積岩類の上部累層が観察された（第18図）。タトパニ着4時頃、皆で温泉に飛び込んで大喜び

（第19図）。 
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第15図 世界一深いカリガンダキ峡谷を覗く       第16図 ルプツエの大滝 

  

第17図 ランショウ石片麻岩        第18図 低ヒマラヤ変堆積岩類の露頭 

3月13日 タトパニからポカラへ 

バスでタトパニからポカラへ。この日は低

ヒマラヤ帯の中を走るだけ。途中、タトパニ

の南1ｋｍ弱地点で有名なタトパニ地すべり跡

を見学し、往時の災害を想像する。さらに1ｋ

ｍ程南、Gharkhotagau つり橋付近の道路沿

いの崖では、珪岩とハンレイ角閃岩の見事な

接触境界を観察した。その後は低ヒマラヤ帯

下部層であるクンチャ層の粘板岩・砂岩互層

や珪岩層の２露頭を観察した（第29図）。 

この間、クンチャ層が北傾斜から南傾斜に

ゆっくり変化する大背斜構造を車で走りつつ

認識した。ポカラ着2時半頃で昼食、その後は

夕方まで自由時間。夕方は夕食前の6時から２

時間の中間まとめ会で、これまでの観察内容を確認し、質疑応答、明日以降の予定などを話した。夕食は中

華レストランで、久しぶりのご馳走に学生達は大はしゃぎだった（第21図）。男子学生1人、Ｅ君が下痢など

でかなり調子が悪い。 

 

第19図 タトパニの露天風呂を楽しむ 
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ポカラ周辺～ルンビニ～カトマンズ 

 

3月14日 ポカラとその周辺 

1日中ポカラ周辺で以下の5地点の地学観察。午前中はチャーターバスで①セティコーラ河の転石を観察

し、見事なランショウ石片麻岩に感激、②昨年12月に発生した Armala 村の地盤沈下災害、③山岳博物館前

のセティコーラでポカラ層＋ガチョック層の大岸壁とクンチャ層との不整合関係、④山岳博物館見学、⑤デ

ビスファールでガチョック層の岩相とその侵食峡谷（第22，23，24，25図）。 

  

第22図 Armala地盤沈下災害地      第23図 セティ河のポカラ・ガチョック層大岸壁 

  

第24図山岳博物館で安藤夫妻と会う       第25図 デヴィスフォールの侵食地形 

  
第20図 クンチャ層の砂岩・泥岩互層        第21図 中華料理に舌鼓の学生たち 
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午後にはホテルで昼食の後、世界平和塔の丘に登り、そこからポカラの町周辺の地形や地すべり跡を観

察した。丘の北側急斜面を下ってフェワ湖に降り、そこから湖をボートで渡り、ホテル着6時頃。夕食は山

岳博物館で出会った同館元学芸員（JICA 派遣）の安藤久男氏夫妻と赤羽久忠氏を加えて、久しぶりの洋食

ディナーパーティーを楽しんだ。 

3月15日 ポカラからルンビニへ 

ずっと快適になったチャーターバスで低ヒマラヤ帯から亜ヒマラヤ帯を横切ってガンジス平野までの長

距離ドライブ。途中以下の９所を見学した。①Syangja の北約5ｋｍで Fagfog Quartzite 中の見事なリップ

ルマーク、②珪岩と千枚岩地域の地形の違いをスケッチ、③ "Ramdi Bazaar直下のカリガンダキ左岸河床で

Saidi Khola層（低ヒマラヤ変堆積岩類）中のリズマイト、 ④Ramdi Bazaarの南約3.5㎞地点で、アンガハ

コーラの谷底に下り、河床の転石をなすストロマトライトドロマイト(低ヒマラヤ帯変堆積岩類の Chappani

層)、⑤タンセン層群と低ヒマラヤ変堆積岩類の境界衝上断層、⑥Dumri 橋1ｋｍ東の道路わきでタンセン層

群 Sinse 層のダイヤミクタイト、⑦主境界衝上断層（ＭＢＴ）、⑧Chidiya Khola 左岸、お寺の下でシワリー

ク層群下部層の露頭、⑨ブトワールで主前縁衝上断層（ＭＦＴ）とガンジス平原沖積層（第26，27，28，

29図）。 

  

第26図 リズマイトを説明するムクンダ博士       第27図 ストロマイトに見入る学生 

  

第28図 シワリーク下部層を見る     第29図 亜ヒマラヤ帯とガンジス平原の境界断層 

（MFT）の地形を観察 

3月16日 ルンビニからカトマンズへ 

早朝5時半に釈迦生誕の聖域見学に行く。7時にホテルに戻って朝食。8時ホテル出発。Sunwal の北西で

ガンジス沖積平野とシワリーク山脈の境界をなす MFTを観察、続いてトリスリ河に沿う Dasdhungaの2ｋ

ｍほど上流で MBT を観察した。カトマンズに夕方着。夜はタメルの東京居酒屋で日本食お別れパーティー。

久しぶりの日本食に皆大満足だった。 

再びカトマンズで 
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3月17日 トリブバン大学での報告会など 

朝8時30分からトリブバン大学で報告会。実習ツアー参加者全員のほかにトリブバン大学地質学教室の2

年生ら20人前後と教室主任のバタライ博士ほか教員数人が参加した。発表はすべて英語で行うこととし、吉

田によるツアー全体の概要に引続いて参加者全員が①最も感激した地質事象、②最も感激した地質以外の事

柄、③今回の実習ツアーへの非難、感想、注文などを1人5分間程度づつ発表した。これに対してネパールの

学生、教員らも加わって活発な質疑応答があった（第30図）。 

昼食後は成田組を主とした前日帰国組8人が空港に向かった。残りの19人は3グループに分かれそれぞれ

ネパール学生6－7人を加えてカトマンズ市内の世界遺産寺院等の見学に向かった。各グループにはタクシー 

 

第30図 トリブバン大学地質学教室で発表する学生 

代として1000ルピーづつ配ったが、パタンの入場料

が必要だったとして圧倒的に不足していた。夕食はネ

パール料理店でお別れ夕食会。ネワールの踊りが入っ

て皆で踊りはしゃぐ。調子が悪かったＥ君もどうやら

元気になった。 

3月18日 カトマンズで 

当日帰国組酒井さんほか島根大学グループ13人は深夜発

だ。全員ほぼ1日自由行動とした。私は ATM でルピーを出

したり、日本から持ち込んだ円を銀行でルピーに銀行で換

金し、ジャビと最終決算の長い議論の末支払いを終了した。

換金率は空港－タメル－ジャビ－市内のナビル銀行の順で、

空港が最悪だった。来年の実習ツアー前払い金のために銀

行に2000ドル分を預金した。トリブバン大学で教室主任の

バタライ博士らと来年の実習ツアーの打合せ。夕方、ホテ

ル前で解散の記念写真の後ホテルの食堂で夕食。いよいよ

最後となったダルバートを頂く。 

3月19日～20日 帰国へ 

19日午前中は自由行動、私はネパールの友人宅を訪問す

るなど忙しかった。16時25分カトマンズ発、昆明を経て翌3

月20日15時40分関空着、解散した。 
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第31図 ３グループに分かれて交歓する日・
ネの学生達 

 第32図 ホテルの前で解散の記念写真 


