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学生のヒマラヤ野外実習ツアーの準備***には，いろい

ろなことがあるが，ここではそのうちいくつかの重要な

ものを，第 3回実習ツアー（吉田，2014）の例を中心に

紹介する． 

 

実習ツアー経費の削減努力 

 

学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加費の軽減は，少し

でも多くの学生がこのツアーに参加できるための大事な

条件である．実習ツアーの日本人学生一人当たり参加費

は，第 1回（2012年 3月）は約 159000円，第 2回（2013

年 3月）は 190000円，第 3回（2014年 3月）は約 134000

円であった．一般参加者の参加費はこれに 50000円，公

費参加者は 100000 円加えた額である．日本人の一般及

び公費参加者の参加費加算額はツアーへの特別寄与とし

て，全参加者の参加費軽減に供された．参加費は，原則

的にはツアー全体の経費総額を日本人参加者数で除した

値であるが，特別寄与や外部資金等の収入があれば，す

べてのツアー経費からこれらを差し引き，残額を日本人

参加者数で除した額を日本人の参加費とした． 

日本人参加者が 24人であった第 3回ツアーでは，公費

参加者一人と市民参加者 2 人があり，また，１組織から

の寄付金 10万円を受け，全体で 30万円の余裕があり，

第 1回～第 2回のツアーに比べて学生の参加費を軽減で

きた．また，“関空集合”方式でなく，日本各地から出発

できるよう，“上海集合”方式を試みた．このため，参加

者の経費負担がかなり軽減された．“上海集合方式”は参

加者と引率者の両方にとって多少不安な点もあるが，参

加者の経費と時間の節約になるので，今後もこの方式で

行きたい． 

事業主体の利益や引率・指導者への謝金は，本プログ

ラムの意義と参加学生の経費削減の観点からゼロとした． 
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<収入の部>

内訳 金額 1人当り
学生暫定参加費　21人 4,200,000 200,000
一般暫定参加費　2人 500,000 250,000
公費暫定参加費　1人 300,000 300,000
トリブバン大学生参加費　2人 10,640 5,340

ゴンドワナ地質環境研究所寄
付

100,000

合計 5,110,640

<支出の部>

費目
航空券込み

支出額

参加者24人
一人当たり

の金額

飲食費 37,029 1,543
諸雑費 60,856 2,536
その他 321,225 13,384
中国国内出費 120,259 5,011
Diplomat 1,677,928 69,914
航空券 1,298,095 54,087
合計 3,515,392 146,475

(その他の支出内訳)

内容 金額 1人当り
引率者航空券 50,600 2,108
ネパール入国ＶＩＳＡ 65,625 2,734
実習テキスト（英文地学ガイド
ブック）25冊 50,000 2,083
トリブバン大学地質学教室準
備経費 105,000 4,375
ゴンドワナ地質環境研究所準
備経費 50,000 2,083
合計 321,225 13,384

1,595,248

66,469

133,531

183,531

233,531
（参加者個々人の航空券代
金が異なるため、ここでは平

公費参加者平均参加費：300000－66469
＝233,531

第1表　第3回学生ヒマラヤ実習ツアー経費まとめ

残額　5110640－3515392＝1595248

参加者一人当り平均払い戻し金額：
1595248／24＝66,469

学生一人当たり平均参加費：200000－
66469＝133,531

一般市民1人当たり平均参加費：250000－
66469＝183,531

<残額と日本人参加者1人当たり平均参加費等>

 

mailto:gondwana@oregano.ocn.ne.jp


                      吉田 勝 

 

 

従って，学生の参加費は実質的な旅行経費か，それより

も低い額になっている（第 1表）． 

実習ツアー経費の見積もりとツアー業者の選定 

実習ツアーの経費は，渡航航空運賃・ネパール旅行社

手配料金と，その他の経費に分けて考えられる．渡航航

空券の手配業者の選定には，ネパール往復の格安フライ

トを扱っている日本国内数社の見積もりを集めて比較検

討し，さらに各社の担当者と議論をし，当方の都合に最

大限合わせてくれた東京のタイリクトラベル社に決定し，

第 1 回目のツアーから継続して同社にお願いしている．

第２回目と第 3 回目の実習ツアーの例では，中国東方航

空社の日本各地－上海－昆明－カトマンズラインの約 6

か月前発券が，約 47000円～73000万円（オイルチャー

ジ含み）であった． 

ネパール旅行社手配分は，ネパール国内の旅行全般の

経費を含むもので，航空料金と同様にツアー経費の多く

の部分を占めており，ネパール国内の旅行社選定が重要

である．ネパール旅行社の選定は，第 1 回実習ツアーの

ときに，従来から北大グループ・現地の日本人会やトリ

ブバン大学地質学教室が利用してきた現地の旅行社３社

と，カトマンズとポカラで見つけた旅行社３～４社の合

計 6～7社に見積もり見通しを聞き，あるいは見積書を出

してもらい，比較検討のうえで決定した．第 2 回目以後

も同様の方式だったが、見積もり依頼の対象は３～４社

とした。 

見積もりはまず，当該旅行社の準備経費，ツアー一行

の宿泊・食費と交通費（バスやジープのチャーター），ガ

イド・ポーター雇用費，旅行社の手数料などの各項目に

ついていろいろなデータをもとに妥当と思われる料金を

推定し，それらをもとに実施主体としてのモデル見積も

りを作成した．そして各旅行社には，このモデル見積も

りを参考に，各項目についての算定額を明記し，見積も

り総額と共に提出してもらった（第 2表）． 

見積もり依頼に当たっては，学生のケチケチ旅行なの

で，旅行社の利益を僅少にすること，スターホテルや贅

沢無しで必要最低限の旅行条件とし，通常の日本人ツア

ーと同一視しないことを強調した．それでも高級旅行に

慣れていない日本人ならば，一応満足できる程度を維持

するようにした．たとえばネパール国内の室料・食費・

ティーを含む滞在費は 2000～2500ルピー（大体 2000～

2500円相当）とした．そしてすべての行程にわたってバ

スあるいはジープを借上げた．滞在費と車の借上げ経費

はネパール国内経費の主要な部分を占めている．滞在費

は大体間違いないところだが，車の借上げ費は車の質や

業者によってかなり違ってくる（第 1図）． 

 

第１図 ベニからチャーターした地元のバス．あまり良

質ではない．向こう側の白い車はポカラから持

ってきたツアー専用のジープ 

 

見積もりの提出依頼に対して，すべての旅行社は一応

真面目に対応してくれたが，日本人ツアーを専門的に扱

っている 2 社は１～２回の予備折衝で予算が合わないこ

とが判明し，見積書提出に至らなかった．他の数社は一

応当方の書式に従った詳しい見積書を出してくれた．こ

うして出された数社の見積もりを比較検討し，各項目の

詳しい内容について数度の問合せ・議論・確認の繰り返

しを経て，妥当とみられる１社を選定した．この選考作

業においては，各項目の見積もりの信頼度と最終的な見

積もり総額は当然に大きな判断要素ではあったが，それ

に加えて，当方の基本的な要求や議論に最後まで辛抱強

く，かつ当方の要求に真っ当についてきたことが決め手

となった． 

その後は，この一社とツアーの運行や諸条件について

さらに詳しく，具体的な打ち合わせを行った．そしてツ

アー開始1カ月前には見積もり総額の20％程度の前払い

金を現地の友人らに立て替えて支払って頂いた．結局第

1 回と第 3 回ツアーは，ポカラのＤ旅行社が，第 2 回は

カトマンズのＡ社が請け負った．ツアーを終わってみる

と，Ｄ社・Ａ社とも，必ずしも当初筆者が期待した通り

にツアーの手配ができていない部分があり，また，一部

の項目について当初見積もりよりやや高くなるなど，不

満な点が多々あった．Ｄ社・Ａ社を含め，現地旅行社が

学生ヒマラヤ実習ツアーについての理解を深め，当方の

要求に正しく応えられるよう，辛抱強く育て，付き合っ

ていく必要があろう．あるいはよりよい旅行社を見つけ

出す努力も続けていかねばならないと思っている． 

ネパールは観光立国でもあり，国内旅行社（トレッキ

第 1図 
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ング・ツアー会社）は大変に多い．カトマンズのタメル

地区では，10ｍも歩くと旅行社が数社目につくというほ

どである．まさにより取り見取りなので，上手に探すか，

あるいは運が良ければこちらの希望を満たしてくれる旅

行社がまだまだ見つかるはずである． 

経済的な旅行とは 

ところで，「学生のケチケチ旅行」なんてさぞひどい貧

総額（日本人25人＋
ネパール人4人）

宿泊・3食費・ミネ
ラル水・お茶数回

カトマンズ4泊日本人
25人のみ

2500 with 3
meals/head/ day

250,000 10,000 260,000/-

ポカラ3泊29人 2000 with 3
meals/head/ day

522,000 6,000 6,000

ルンビニ1泊　29人 2000 with 3 meals /head 2,000 2,000 504,000/-

トレッキング4泊29人 2500 with 3
meals/head/day

10,000 10,000

バス／ジープ KTM-PKR charter
bus

12000 35,000 1,207 1,207 35,000/-
PKR-JOM-MUK-
JOM-PKR (5 Jeep)
*3
or
2 minibuses for PKR-
JOM-PKR and 5
jeeps for JOM-MUK-
KAG-JOM.

120000 for one vehicle
for 5 days.

450,000 15,517 15,517 450,000/-

PKR-LBN-KTM
(good quality tourist
bus)

Rs 22000 60,000 2,069 2,069 60,000/-

Pokhara     one day
charter car (on the
10th day)

Rs 6000 10,000 345 345 10,000/-

ホテル送迎 KTM and PKR, AP -
Hotel -AP

Tobe provided by the
hotel

税金 TIMS 3280/Japanese
1176/Nepali

85,280 3,553 85,280.0
ACAP 0

ガイド・シェル
パ・ポーター雇
用費

2 Porter 4 days in
mountains only

Sherpa: 2500x1x4days 10,000 345 345 20,000/-

Subtotal 1,422,280 51,036 37,483

旅行社手数料 Agent Comission 5 percent of the sum 71,114 2,452 2,452 142,428/-

総合計 1,493,394 53,488 39,935 1566,708/-

詳細支払い項目

吉田のモデル見積もり（ルピー）

第2表　第3回実習ツアーモデル見積もりと旅行社の最終見積もり

*1 単価及び合価は、旅行社がバス会社等に支払う実質金額であり、旅行社手数料などを含んではならない。旅行社の見
積もりは＋－５％以内で正しいと期待される。その意味で、モデル見積もりから外れることは問題ない。

*2 ホテル／ロッジは2人室を基準とするが、ときには大部屋で３－４人のことがあってもよい。山岳地域以外では、部屋はト
イレとシャワー付きを一般に期待する。料金は3食、ミネラル水２リットルと数回のお茶を含む。1日当たりのモデル単価2000
～2500ルピーはやや高価であるが、その分、食事の質を良くしてほしい。

*3 長距離／長時間ドライブが多いので、車は席に余裕があり、サスペンションとシートが良質であること。エアコンディショ
ンは不要だが、故障のないマイク・スピーカー設備が必要。車はカトマンズかポカラからの持ち込みを全行程で利用するこ
とが望ましい。この場合は、ベニ以北の交通について現地ドライバー組合とよく合意をしておくこと。車使用にはＡ．全行程
を５－６台のジープ使用、Ｂ．ベニかジョムソン以南をバスかワゴン、以北をジープ利用のいずれかを選択する必要があ
る。

ポカラのＤ旅行社による最終見
積もり

ネパール
人1人
当たり

日本人1
人当たり

　　　合価
（日本人25人＋
ネパール人4
人）

単価 *1
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乏旅行なんだろうと想像されるかもしれないが，実際は

そんなことはない．勿論四つ星・五つ星ホテルに泊まり，

毎日高級レストランに行くなど，1 日 1 万円以上を使う

ような日本人一般のグループ観光ツアーとは全く違う．  

私は大学教員現役時代後半の 1985 年から退職後の現

在まで，南インドの各地で数日から数週間の野外調査旅

行を度々行って来たが，この学生ヒマラヤツアーはその

ような筆者の旅行と同等か，それ以上の好待遇である．

たとえばカトマンズの場合，1 日 3 食・数度のティー・

２リッターのミネラルウオーター付きで 1 日 2500 ルピ

ー（約 2,500円）の予算は，ひどく安いと感じられるが，

ネパールに比べて大体 10 倍の日本の収入レベルで考え

れば，1日 25000 円相当になるわけだ．町のホテルは清

潔・安全で，ルームはきれいなベッドでシャワー・トイ

レ付，食事は外国人観光客も利用する立派なレストラン

で料理を頂く（第 2図・第 3図）．ネパールでは，これよ

りずっと少ない費用で充分に楽しく安全な旅行をしてい

る外国人は少なくない． 

 

第 2図 ポカラにはいろいろなホテルやゲストハウスが

林立している 

 

第 3図 ネパール独特のチャパティといろいろなカレー

（松浦康隆君提供） 

しかし，参加学生にとっては，はじめての海外旅行と

いう場合も多いだろう．安全性と快適性を考慮し，また

費用効果の点からも，宿舎と食事の質はあまり程度を下

げないようにした．この程度のホテルでは，ときにはシ

ャワーが壊れているとか，温かいお湯がでない，部屋の

一部のランプが点灯しない，部屋の鍵が開きにくいなど，

ホテル設備の不具合に遭遇することが少なくない．しか

し，その程度であって，それは多くの場合適当に解決で

きるし，かえってよい経験と思い出になると私は考えて

いる． 

外部資金等の獲得努力 

学生等の参加動機として，参加費が安いことが大きい．

「出発直前のアルバイトで稼ぎだせる」程度の参加費と

することで，強い参加意欲を持つ学生の参加を可能にす

ることができると考えられる． 

外部資金の獲得についてはプロジェクトとしていろい

ろと努力をしてきた．日本では 2013年 12月に科学研究

費補助金（奨励研究）を申請し，ネパールでは 2013年 2

月と 8 月にネパール銀行協会にネパール学生の参加費補

助のお願いを提出した．これらの努力は現在までのとこ

ろ全て不成功に終わっている．今回の実習ツアーでは，

一般参加者と公費参加者があり，参加費の圧縮に役だっ

た．今後はさらに科研費や団体からの寄付金など，外部

資金の導入に一層の努力を傾ける一方，一般参加者や公

費参加者の増加を図っていきたい． 

 

 

実習ツアーの出発準備 

 

ここでは，第 3 回実習ツアーの参加者募集から日本出

発に至るまでの動きを記述する．参加者募集は前年

（2013年）の６月に開始した．7月～10月の間に参加者

のほぼ全員が確定し，以後は具体的な実習ツアー準備を

開始した． 

実習ツアー出発準備の時系列記録 

今回の学生のヒマラヤ野外実習プログラムの具体的準

備は，2013年 6月から開始された．以下に主なものを時

系列で記す．これは第 1回と第 2回学生のヒマラヤ野外

実習プログラムとほぼ同様であった． 

2013年6月3日～8日 ①全国60の地学関係教室あてに，

学生のヒマラヤ野外実習プログラムへの協力依頼・本実

習ツアーの単位振替え可否の検討依頼・野外実習ツアー
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の概要・野外実習ツアー参加者募集ビラとアンケートは

がき等を送付．アンケートでは，本実習ツアーを教室の

実習単位に振替えることの可否・本実習ツアーの情宣に

ついての協力の可否・今後本プログラムに関する情報受

取の可否などについて回答を求めた．これに対して 22の

教室／学科から回答があった．②本プログラムに対する

推薦学会等の 6組織・シニア地学研究者 34人と指導登録

者 31 人に対しても単位振替え以外の同様のお願いと資

料を送付． 

6 月 15 日 実施要項の補充・改訂版をメール可能な 20

教室／学科に配信． 

6月 17日 タイリクトラベル社に第 2回ツアー実施報告

と，格安フライト情報の問合せ． 

7月 2日 参加希望者第１号の問い合わせ受付． 

7月 12日 トリブバン大学より本プログラム世話人会メ

ンバーとして B.N. Upreti 教授を推薦，また，実習ツア

ーへの参加教員候補推薦の受付． 

7月 15日 地質学会Ｎｅｗｓに第 3回学生のヒマラヤ野

外実習ツアー参加者募集の案内記事掲載． 

8月 1日 ネパールのトレッキング会社 4社に見積もり

依頼を送付，数日内に 4社から見積もりを受信． 

8月 20日 ネパール銀行協会宛にネパール学生の実習ツ

アー参加費援助願いを提出． 

9 月 7 日 参加申し込み者あてにキャンセル不可の格安

航空券使用の可否問い合わせ開始．ほとんど全員がキャ

ンセル不可 OK． 

9 月 9 日 タイリクトラベル社に格安航空券購入申し込

み開始． 

9月 17日 ポカラのディプロマート社の見積もりを採用

決定． 

10 月 18 日 島根大学グループの参加見通し有望の連絡

受信． 

12月 4日 第 4回実習ツアーを科学研究費補助金（奨励

研究）に応募． 

12月 13日 ディプロマート社と最終見積もり合意． 

12 月 14 日 参加者に参加者名簿・参加費概算見通し・

ヒマラヤ野外実習の危険対策ほかの情報を送信． 

12 月 31 日 参加者に実習テキストの前半部（日本語版

の「ヒマラヤの地質概説」）を送付．予習を要求． 

1月 17日 参加者に VISA申請書式・野外調査区間の特

徴と注意・服装と携行品などの情報を送信． 

2月 23日 参加者に関空・上海空港の集合場所等の最終

連絡． 

参加者に対するヒマラヤと実習コースの地学予習要求 

参加者には，なるべく早く研修ガイドブックを届け，

実習ツアーへの期待を高めて頂くと共に，ヒマラヤと実

習コースの地学への理解を深めてほしかった．しかし，

実習ガイドブックはすでに全冊が売り切れ，第２版は編

集中だった． 

そのため，まず 12月 31日に日本語版のエベレスト地

学ガイドブック（吉田ほか 2007）中の「ヒマラヤの生

い立ちと成り立ち」を全参加者にメールで配信し，通読

しておくように求めた．そして，2月 19日にようやく完

成した英文実習ガイドブックの暫定第 2 版（Yoshida &  

Upreti  2014）をインターネットサイト（Data Box）に

アップロードし，各自それをダウンローﾄﾞして，その中

の「カリガンダキ河に沿う地質と自然災害」の章を通読

することと（第 4図），引用文献表に目を通すように求め

た． 

参加者に対する設営的情報の提供 

参加者には，参加確定次第実習ツアー実施要項のPDF版

を配信した．そして，12月 14日から 2月 23日の間にジ

オツアーの危険対策そのほかのいろいろな情報（吉田 

2014）を届け，実習ツアー参加に向けた準備の万全を期

した．実施要項は次回の報告でその全容を紹介するので，

それ以外に提供した重要な情報を収録する． 

2013 年 12 月 14 日発信 ヒマラヤジオツアーでの危険

対策 

ヒマラヤ地学実習ツアー（以後ジオツアーと記す）は

ほとんど常に山村の道路に沿って歩く．またバス等を利

用して集落から集落へ，街から街へと移動する途中で見

学するという区間もある．ジオツアーの前後や途中には

カトマンズやポカラなどの都市に宿泊し，バスや徒歩で

市内や近郊を見学するなど一般見学ツアー的なこともあ

る． 

以上の行程のなかでの危険は，大部分は日本での生活

や地質野外調査をするときと同じであり，成人として，

また地学を勉強するものとしての常識的な危険対策が必

要であることは当然である．また健康被害対策としては

生水等への十分な注意と予防注射の接種を検討・実施す

る必要がある． 

A．一般的な危険と対策（抄） 

（１）皆とはぐれないこと 省略 

（２）現地の人とトラブルを起こさないこと ネパール

は観光立国であり，また外国からの援助に大きく依存し

第 4図 
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てきた．そのため外国人の安全については全国民が意識

しており，とりわけ最近まで長年にわたる最大の援助国

であった日本に対する親近感が大きいので，一般的には

安心し，リラックスしてよいのである． 

しかしそれでも現地の人とトラブルを起こさず，とり

わけ殴り合いにならないようにする．日本人と認識され

ないときも多いので気をつけねばならない． 

（３）単独行動をしないこと 省略 

（４）車にはねられないよう 開発途上国では一般に車

優先であり，ネパールもそうである．（以下略） 

 

第 4図 研修ガイドブック（Yoshida & Upreti, 2014）中「カリガンダキ河に沿う地質と自然災害」の章の１頁目 
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B．ジオツアー中の危険と対策 

（１）転落や落石及び交通事故などの危険 次々と見事

な風景や興味深い露頭が現れるが，見とれる前に，露頭

に近づく前にまず転落・落石・へびやはち・毒草の危険・

ときには車にはねられる危険の有無を確認する．あぶな

い崖に近づくこともあるがその場合はどこから何が落ち

てくるかなどを予測し，安全な場所を選んだり，避難の

心構えをしておくこと．車道に沿うジオツアーではとり

わけ車からおりて露頭に向かうときと観察を終えて車に

戻るときの安全確認が肝要である． 

（２）迷子になる危険 毎日の行程を十分に把握し，ト

レッキングなどでは地形図上のどこからどこへ行くのか，

お茶や昼食の予定地と時間などを確認し，いざというと

きは一人でも行ける自信を持つこと．常に自分の今いる

位置を地形図上でも，また前後に長く伸びたツアーの列

のなかでの位置を把握しておくこと． 

C．健康被害対策（抄） 

（１）一般的な下痢対策 省略 

（２）現地の水や食べ物の危険 カトマンズをはじめネ

パール全体として水道水は大変に危険である．それも生

半可な危険と違って赤痢やコレラなど命に関わるときが

ある．生の水道水を絶対に飲まないことはもとより，そ

れを生で直接に利用するまないた・包丁・食器，それら

を利用した果物の切り身・生サラダ・フレッシュジュー

ス・氷やぬれた食器などへの細心の注意が必要だ．水は

密封して市販しているミネラルウオーターか，煮沸して

冷却させた水ならば飲める．また，生の葉物野菜は回虫

の卵などを洗い落しきれていない可能性が高く，美味し

そうに見えても口に入れない方がよい． 

（３）狂犬病の危険 カトマンズを始めネパール全域で

野良犬は無数におり，狂犬病の予防注射をうけている犬

は少ない．これらの犬は一般に昼はおとなしく，夜は元

気になる．現地の人たちが犬から逃げるときには一緒に

逃げることが大事だ．また，常時杖等を持って歩くこと

もよい対策だろう． 

（４）蜂，へび，毒草などへの注意：（省略） 

（５）予防注射 予防注射については，以下のウエブ

サイトがまとまったよい情報を提供しているので，ぜひ

参考にして受けるか受けないか，あるいは何を受けるか

を検討すること（http://izavel.com/vaccine.html）．   

なお通常の予防注射は数週間，狂犬病や破傷風などで

は数カ月間隔で 2～3度接種する必要があり，受けると決

めた場合には早めに第 1回目の接種をすることが必要． 

2014年 1月 17日発信 旅行全般について  

（１）実施概要 省略 

（２）出発までの準備と提出書類・出発当日の集合とカ

トマンズ空港到着まで 省略 

（３）旅行全体の服装や持ち物など 省略 

（４）現地における物品の調達 トレッキングに必要な

服装・装備等は，例えばダウンジャケット・ゴアテック

スコート・トレッキングシューズ・防風めがね・懐中電

灯・寝袋・リュックサック・ずだ袋など，すべてカトマ

ンズやポカラで日本より安価に購入できる．寝袋やダウ

ンジャケットは 1日 100ルピーほどでレンタルもある． 

（５）小遣い・現地通貨・換金 日本出国から帰国まで，

生きて帰るに必要最低限の費用はすべて参加費で賄われ

る．従って参加者が持って来るお金は，言わば“お小遣

い”だけ． 

ネパールでの小さい買い物は普通はルピーの現金払い

である．換金は一般的にいえば，日本の空港で必要なド

ルを購入し，カトマンズの空港や街の換金屋でルピーと

換金する．しかし，空港を含め，ネパールの都市では日

本円とルピーの直接換金は普通にできる．カトマンズの

街には換金屋がたくさんあり，毎夜遅くまで開いていて

便利であり，一般に空港よりレートはわずかによい．ま

た，カトマンズの街には ATM があちこちにあり，日本

の銀行の国際カードやCity BankカードあるいはVISA

やMCなどの国際クレジットカードの利用が容易だ．簡

単に現地通貨を公定交換レート前後（ATMによってわず

かな違いあり）で引き出せるが，手数料などがかかって，

結局割高になるようだ． 

（６）海外旅行傷害保険は必ず加入のこと VISA等の国

際クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険は便利で効

果的である．しかし，適用条件に注意が必要だ． 

（７）カトマンズの一般的様子（抄） ★衛生状態：省略 

★気候など：省略 ★治安問題：ネパールの治安は，武

闘ゲリラ（マオイストグループ）が矛を収め，新政府に

参加しており，国全体として新しい国の形を作る方向に

向かっている．また，ネパールは国民の隅々まで，外国

の援助の重要性が理解されており，マオイストグループ

もかつて武闘期間中でさえ，外国人旅行者保護を強調し，

実際にここ 10 年以上前から外国人旅行者の治安上の事

故は偶発的な 1 件のほかには全くなかった．この点に関

連して，とりわけ日本人はネパール人のほとんどすべて

に好意的に迎えられており，日本人が現地人グループに

危害を加えられる可能性はほとんどないと思われる．  
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★ネパール・カトマンズの土産品：省略 ★言葉：ネパ

ールでは一般にはネパール語と英語である．英語は昔か

ら中学校以上で教科があり，高校以上では教科書がほと

んど英語だった．最近では小学校低学年から英語授業が

ある．国民のほとんどが英語を話すことができ，街のほ

とんどすべてのお店では英語が普通に通じる．なお，カ

トマンズやポカラのお店では日本語が多少通じるところ

も結構ある． 

2014年 1月 17日発信 野外調査区間の特徴と注意・服

装・携行品など 

（１）野外実習コースの状況など ★コースの状況：ポ

カラから北のカリガンダキ河に沿うコースは，すべて村

人たちが村から村へと歩く普通の里路・山道である．牛

や馬が大きな荷物をつけて隊列を組んで通っていた商業

道路でもある．最近は車の通る道になり，野外調査はや

りにくくなったが，登山の技術的な難しさは全くない．

問題は結局体力と高所順応能力（後述）ということにな

るが，高所での長期間滞在はカグベニ（2850 m）の 1泊

だけなので，深刻な問題が発生することは殆どないと考

えられる．このコースでは多くの場合，数時間歩くと必

ず茶店や旅館がある．外国人旅行者らはこれらの店を休

憩やトイレに利用している．しかし男女とも，野外の物

陰で用を足すことも普通に，容易にかつ快適にできる．

女性はしゃがんだときに肌を隠す大きめのスカートなど

をグループで利用すると便利かもしれない．★荷物と行

程：参加者の荷物は車で運ぶ．このため参加者は，歩行

中は身の回りの必要なものだけを入れた小さいサブザッ

クなどを担ぐだけである．ジョムソン以北のジープ区間

は大型スーツケースは運べないのでポカラのホテルに預

け，個人荷物は少なくして大型のザック等（ポカラでレ

ンタルもある）を利用する．★宿舎：宿は旅行者専用の

ロッジで，広い居心地のよい食堂と小さい多数の客用個

室で構成されるのが一般的だ．個室は一般にベッドだけ

のかなり小さい１人あるいは２人部屋で，ベッドはマッ

トと掛け布団が付いており，洗濯された白い清潔な木綿

の敷きシーツが付けられている．寒そうなときには補助

の毛布や布団を更に借りることができるが，不十分なこ

ともあり，寝袋等の持参が推奨される（既述のようにポ

カラでレンタルできる）．シャワー（温水）は共通なので

順番で利用できる．しかし低地では問題ないが，高所で

はあまり快適でなく，風邪をひくと困るのでお勧めでき

ない．★食事：食事は，普通はかなりバラエティーのあ

るレストランメニューから選べるが，地元で普通にある

ダルバーツ（豆スープご飯）が最もおいしく，また早く

準備できるのでほとんどの食事はこれになる．★サンプ

ルの採集：調査ルートはアンナプルナ国立自然公園地域

であり，動植物や岩石の破壊や持ち出しは禁じられてい

る．この点についてどう対処するか，共催機関のトリブ

バン大学やトレッキング会社と検討中である．実際のと

ころ，従来のジオツアーの経験からは，サンプル採集に

関して問題は発生していない．テチス層群中に特徴的に

産出するアンモナイトなどの化石は現地で，またはカト

マンズやポカラでもよいものを安く（1 個 100 ルピーほ

どから）容易に購入できる． 

（２）体力と高山病対策 カリガンダキコースは，ヒマ

ラヤの一部のコースのような極端に大きい登り下りはな

く，普通に健康な人には歩き易いルートである．しかし，

平素あまり運動やウオーキングをしていない人は，でき

れば出発前から毎日の散歩やたまのハイキングなど，野

外調査に備えて足腰を慣らしておくことをお勧めする．

もっとも全行程にわたって車がついているので，歩行不

自由な人はずっと車だけで移動することも可能である． 

もう一つの問題は高山病である．突然に高所に着いて

6時間以上経つと，普通の人は 2500～3000ｍ以上の高所

では，多少とも高山病の症状が現れるといわれている．

今回の最高到達地点はムクチナート寺院で標高 3850m

だが，そこには長時間滞在せず，最高所の宿泊はカグベ

ニで，ここは標高 2850mである．この高さは富士山の 6

～7 合目ほどの高度で，人によっては多少気分がおかし

いこともあるかも知れないが，深刻な高山病はほとんど

起らないと思われ，問題はない． 

なお，高山病予防や症状を軽減するダイヤモックスと

いう薬は，欧米のトレッカーらによく用いられており，

好評のようである．なお，高山病等での重大事態には，

ヘリコプターによる緊急下山も可能で，ツアーではその

ための準備もしている． 

（３）野外実習中の服装と携行品：★通常のトレッキン

グ時の服装：日本の初秋や晩春の低山歩きと同じ程度と

考えたらよいが，朝夕はずっと寒いし，カグベニより高

いところでは強い風雪に見舞われることもあり，キルテ

ィングコートなどが必要だ．★携行品：省略 ★トレッ

キング会社が準備できるもの：（省略）． 

2014年 2月 23日発信 ヒマラヤ実習ツアー参加者最終

連絡 

携行必需品・持ち物・服装など旅行の注意・上海での

集合場所など・空港で合流できなかったときの合流方
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法・非常時等の現地の連絡先・現地のホテル情報・ネパ

ール人参加者の氏名と所属など． 

 

文献 

 

学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト HP (2014) 

http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours

/Studenthimalayafieldex_index.htm． 

酒井哲弥・吉田 勝・在田一則（2012）学生・教員・企

業新人対象のヒマラヤ野外実習プログラム．日本

地質学会第 119年学術大会講演要旨，183p.． 

吉田勝・B.N.ウプレティ・S.M.ライ（2007）エベレスト

地域ドウドウコシ河に沿う地学と自然災害：野外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    研修ガイドブック．GRG/GIGE Miscl. Pub. 18，

フィールドサイエンス出版，橋本，41p.． 

吉田 勝（編 2014）ヒマラヤ造山帯大横断 2014－第３

回学生のヒマラヤ野外実習ツアー2014年 3月の

記録－． GRG/GIGE Miscl. Pub. 28,フィールド

サイエンス出版，橋本，（電子出版）203 p.． 

Yoshida M and Upreti BN (2014) Guidebook for 

Himalayan Trekkers, Ser. 1, Geology and 

Natural Hazards along the Kaligandaki Valley, 

Nepal. Provisional Second Edition. 

GRG/GIGE Miscl Pub. 27, Field Science Pub., 

Hashimoto, 143p.． 

 


