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本稿は、アンナプノレナ保護区域、カリガンダキ渓谷地域、タッコーラ地方のトレッキング・ツーリズムについて考察す

ることを目的とする。材高の執筆は筆者の卒業論文［森出 200号、修士論文［森田 2004］を中心に修正、加筆しまとめられた

ものである。特に2006年以i嘩から2008年にかけて行った調査研究データを新たに加えている。

India 

・問問畑氏一ζ〉

関1.ネパール、アンナプルナ保護地区

（タッコーラ地方）

0.はじめに

かつて「秘境Jといわれたネノミ…ル玄関口、

カトマンズ（Kathmandu）のトリブパン空港

（升ibhuvanInternational Airport）は、ネノミーノ！－－－~こ

観光にやってくる外国人と、出稼ぎに向かうネ

パーノレ人とで混雑する。ネパールは、その四方

を陸で閤まれていることから、直接的な外貨獲

得手段として観光に対する期待は大きい。2000

年には、ネパーノレを訪れる外国人は約 46万人

を越えたが、2001年6月のネパール王室事件、

9月の米国同時多発テロとその後の出際社会の

対応によって観光客は激減し、さらにマオイスト闘争の激化により減少した。しかし、 2006年 7政党を中心

とするネパール政府とマオイストとの開で包括和平合意、 2008年の制憲選挙を経て、ネパーノレを訪れる観光

客数は回復傾向にある。ネノミーノレの観光リソースは、第三の極地といわれるヒマラヤをはじめとする豊富な自

然と多様な人々の暮らしと育まれた文化があげられる。ネパーノレに訪れる外国人の入国自的は、「休暇・レジ

ャーjに次いで多いのが「トレッキング・登山jであるio トレッキング・ツーリズムは、そんなネパールを

体験する最も良い観光の一つで、あり、 NTB(Nepaltourおmboard：ネノミーノレをむも局）も中心的なツーリズム・アク

ティピティとして積極的に広報している。ネパールには、トレッキング・ツーリズム・サイトとしてアンナプ

ノレナ保護区域、エベレストのあるサガノレマータ国立公園（SagarmathaNational Park）、ランタン谷間立公園

(Langtang Niαtional Park）の3カ所が特に有名で、あり、本稿で扱うカリガンダキ渓谷地域を含むアンナブ。ノレナ保

護区域に2005年のトレキング客、 トレッカー（的駒r）は、記録されている 61,488人のうち 58.9パーセントの

人々が訪れ、最も多くのトレッカーが訪関する地域となっている。カリガンダキ渓谷地域は、明治時代、仏教

教典の原典を求めて旅した河口慧海部によって世界に初めて紹介された。古くはチベットとインドとの塩の交

易路として栄え、二つの文明圏の境域としてヒマラヤ山岳地域の高度差と生態的環境に適応しつつ、多様な文

化、社会に属する人々が生活してきた地域である。また、ムクティナート（Mu初tinat）をはじめとする仏教徒、

ヒンドゥー教徒の霊場、聖地が点在し、巡礼の道として今も数多くの巡礼者が訪れている。 1958年ロイヤル

ネパール航空（現N伊αlAirlines：ネノミーノレ航空）がカトマンズ、ポカラ関の定期国内便を就航し、 1973年ポカラ

とカトマンズ関を結ぶプジティピ幹線道路（PrithviH恕加ψ）が開通したo 幹線自動車道の開通によりポカラを

起点とするトレッキング・ツーリズムが拡大し、近年ではネパール国内においてサガルマータ国立公躍と並ん
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で最も「整備されたj トレッキング・ツーリズム・サイトとして広く知られている。本稿は、アンナプノレナ保

護毘域のなかでも、カリガンダキ渓谷地域のトレッキング・ツージズムについて考察することを目的とする。

I.カヲガンダキ渓谷地域

1.アンナプノレナ保護庶域

アンナプノレナ保護区域 （Annapurna

Conservation Area）は、アンナフ。ノレナ山岳地域を

中心に、 7,629平方キロメートノレもの大きさを

持つネノfーノレ最大の保護管理地域で、ある。この

地域は、アンナア。ノレナ I峰（8,091メートノレ）をは

じめ、アンナプノレナ連峰とニリギリ

(Mt.Nilgiri:7 ,061 メートノレ）、マチャプチャレ

(Mt.Machhapuchhare:6,993メートノレ）、ヒウンチ

母2. アンナプルナ縁故地法 ュリ（Mt.Hiunchuli:6,441メートノレ）などの 6,000

メートノレから 7,000メートノレの高峰が多数あり、

亜熱帯から冷涼な高山地帯までと変化に富んだ環境である。植物はネパーノレ全土の約 7ラ000種のうち、 lラ233

種を数え、日露乳動物は 175種のうち、 102穣が生息している。鳥類は862種のうち、 488種、腿虫類は、 71種

のうち 40種、両生類は 30種のうち、 23種が生息していると報告されている。ユキヒョウ、ジャコウジカ、

ブルーシープなどの絶滅危慎議が生息し、多諜で豊かな生態環境と動植物群が確認されている。この地域がサ

ガノレマータ国立公閣のように国立公閣の認定を受けなかったのは、この地域に4万人もの人々が居住し、単な

る自然保護地域として厳しい制限を設けることが出来なかったためである。

a.ACAP 

ACAP(Annapw・naConservation A陀 αPr，俳ctアンナアジi寸探護区桜ブロジ与ク井戸士、ネノf、句－

と、高然保護団体である KM百~C(KingMahendra Trust for Nature Conservation：マヘンドラ

中心に 1986年に発足した。現在、イギリス、アメリカ、カナダ、 ドイツ、フランス、オランダ、日本などの

とあわせて運営されている。 ACAPは、ロ・マンタン（LoManthang）、ジョ

ムソン（Jomsom）、マナン（Manang）、ガンドウノレク（Ghandruk）、ラワン（Lwang）、シカーノレ（Sikles）、ブρジュン（Bhujung)

の7地域に区分されるの ACAPの活動範囲は、 55のVDC(VillageDevelopment 

およびア 聖子

ィ開発を自 ジェクトが行われている。

ム

スタンの乾燥地帯を「未開発地帯ムアンナプノレナ内院、トロンパス（ThonmgPass）周辺地域、ムスタン郡北部

のアッパ…・ムスタン（UpperMl開 tang）の集器分布地域を f特別管理地帯j、プー・コーラ（PuKhola）流域を「生

に区分し、それぞれの地域住民の利益を図りながら管理していくこととしている。 ACAP

②地域コミュニチィの発展、点、岡山小、制Z1ム枇叩爪四時間拙料虫爪m

され、地域住民が主体性を持って加わることが求められる。
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b.ACAPの取り組み

観光に対する取り組みとしてACAPは、

産

ス、ロッジにてトレッカーのためにホットシャワー

が提供されている。口ッジ経営者向けにトレーニン

グ・プログラムがあり、ゴミの分別、 トレッカ」ーの

i蚤我に対して応急処霞方法などが伝えられている。

各ロッジには、それらをまとめ推奨するポスターが

貼られているのを見かける。

ジョムソンの空港のそばにエコミュージアムがヒマラヤ保全協会（会長・ J11喜田二郎）により 1994年に開設

される。このエコミュージアムは、 1997年に ACAPの管轄にはいる。ムスタン各地域の解説展示が行われて

写真 1. エコミューγアム｛γョムソン 20例年）

いる制。

2001年、 ACAP、ニュージーランドのNGOによりのアンナプノレナ山岳地域にツーリスト向けに浄水設備が

整備された。その運営は、各村で、露呈j哉された女性グ、ノレープに委ねられている。

この施設を利用することでトレッカーは、格安の料金で安全な水を得ることが出来る。 ACAPに入域料を払う

と、一四分の｛吏用引換券をもらえる。

ACAPは、ツーリズム情報の樹共も行っている。射すの入り口にはサインボードが設置され、各村の簡単な

地図と、ゲストハウスなどの路設、観光スポットがかかれている。また、観光促進のため、村ごとに歴史や地

図などがまとめられたパンフレットが作成されている。さらに DVD、ピデオCDによる広報活動もされてい

る。 DVD、ビデオCDは、ポカラ事務所、ジョムソン事務所などで購入可能で、 ACAPの活動紹介のほかに、

地域文化を紹介するものもあり、タカジーの 12年に一度の大祭ラワベーワ（LhaPhewa）のDVDも販売されて

し、る九

写事2. ＇鉄車場向？おらぜる希私

（トゥクチェ 2001jト）

写真3. 引き成 tの議チ

｛トゥクチェ 2001j子）

写ゑ4. i争1{~ タンク

｛トゥクチェ 2001jト）
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2.タッコーラ地方

カリガンダキ渓谷の上流部、アンナプルナ連鋒とダウラギリ連峰にはさまれ、深くえぐられた挟谷地帯がタ

ツコーラ（問ak.Khola）と呼ばれる。タッコーラ地方は標高2,500～3,500メートノレに位置し、南端のガーサ（Ghasα）

からムスタンに接する北端のギリン（Oiling）まで、徒歩で2、3日の距離におさまる地域である。カリガンダキ渓

谷の谷床と周関の山とは、 6,000メートノレほどの高度差がみられる場所もあり、全体的に深い谷を形成してい

る。タッコーラの北部の谷床は数百メートルの揺があるが、南部にいくほど狭くなっている。タッコーラ地方

の北部は、荒涼とした寒冷の地域であり、南部は、比較的高温多湿な森林地帯と接している。村の近く

している森林は落葉樹、一部常緑樹である。落葉樹林帯は、カロパニ（K1αropan今付近で、多く見られ、広々 とし

たイトスギの森林帯がトワクチェ（Tukuche）まで、覆い、あおい松林なども見られる。北部に行くほど乾燥し、ス

テップの様に足下に背の低い植物が茂り、濯木半砂漠の荒涼とした岩と砂の丘陵が突きだしている。

みると北部のジョムソンは、 248ミリ、南部のカロパ与は1,041ミリもあり、わずか20キロメートノレほどの距

離でこれほどちがいがある。夏季は降雨があり、夜は標高が高いため冷えるが春から秋にかけては？昆援である。

午前中、日が高く昇りだしてから夕方にかけて5齢、風が吹き、時には45ノットに達する。タッコーラ地方は

管理上の理由から 6つの VDCとしてジョムソン、マノレブア（Mt仰刷、 トゥクチェ、コパン（Kobang）、レーテ

(Late）、クゥンジョ（Kungjo）に分割されている。伝統的には、タクサッセ（刀1αksatsae）、パンチ・ガウン（Panch幽g倒的、

パーラ・ガウン（Bαra-gaun）の三つに区分される。

a.タクサッセ

タクサッセ（七00のタク）と呼ばれる区域は、タカリー（1百akab）の故郷とされる。タクサッセの北端にトウ

クチェがあり、この 100年間の商業の中心地で、あった。トクチェはタカリーの村としては、最も新しく、村名

は f塩の交易地jを意味するチベット諸に由来している。この名称は、現在のトゥクチェのすぐ傍にあった塩

の売買と中継の場所を指すもので、あった。トゥクチェにはタカリーの中でも最も経済的政治的に力のあった者

たちが住んでいるため、タクサッセの都と呼ばれていた。しかし、現在多くのタカヲーがトゥクチェを離れ、

町の人口のうちタカリー以外の人口の方がタカリーより多くなっている。

b.パンチ・ガウン

カグベニ（Kagbem）とトクチェとの中間にある村々がパンチ・ガウン（五ヵキす）とよばれる。ジョムソン、ティ

ニ（Thim）、シャン（砂＇ang）、マノレブア、チマン（Chhimang）、チャイロ（Chhαiro）の正村で、この地域に住む人々は、

パンチ・ガウンレ（Panch-gaum吟と呼ばれる。タクサッセ関様に壁を白く塗った泥造り平家根の家で、

場と貯蔵所をかねた中庭がある。マルブアには、持口慧海が道留したという家が現存し、河口替海記念館の看

抜が掲げられている。ジョムソンは、 1970年代から開発が行われ現寵では、郡庁、病院、議院予、軍の駐屯場、

空港があり、ゲストハウス、インタ…ネットカフェが建ち並び、ムスタン郡の中心地となっている。

仏ノ〈ーラ・ガウン

ムスタンとパンチ・ガウンに挟まれた地域がパーラ・ガオン（十ニヵキす）と呼ばれる。この地域の人々は、パ

ーラガオンレ（Bar，必gaum吟と呼ばれる。言語や服装などは、ムスタンによく似ている[Bis鵠1980]0この地域は、

ムスタン地方の入りはになっている。パーラ・ガオンのカグベニは、タクサッセから登ってくる道、ムスタン

やチベットから下ってくる道、ドノレポ（Dorpo）からの道、ムクティナートやマナンからの道などが交差し、人々

の往来が激しい。



塩の道の変遷とトレッキング・ツー 1）ズム 89 

d.ムスタン

タッコーラ地域と北接するムスタンは、 1952年まで号虫立罰で、あったV。アッパー・ムスタン（ムスタン郡北部）

のロ・マンタンには、藩王がいて、裁判などの自治を限定されつつも行っている。ムスタンは、チベットとイ

ンドを結ぶ f塩の道jの重要な交易路上にあり、チベット産の岩境や牧畜加工品とネパーノレ、インドからの農

作物とを交換する中継ぎの交易で栄えていた。 ドノレポ同様、ムスタンも、過去外国人の入域を制強していた。

現在は一定人数のツーリストを受け入れている。

3.塩の交易路の変遷

タッコーラ地域は、ネパーノレ側からヒマラヤの北麓、チベット側に出るにあたって、 5ラ000～6,000メートノレ

の峠を越える危険を伴わず抜けることが可能な数少ない道である。カグベニからツ（Tu）へ向かう。北に行くに

つれて、カリガンダキ湊谷は広くなる。さらにムスタンと北接し、その距離は約 30キロメートノレで、ある。そ

のため、古くからこの一揖はチベットとネパールを結ぶ交易路として重要視され、チベットの岩識をネパーノレ

やインドへもたらす墳の道として広く知られてきた。タッコーラ地方の生業形態は、チベットの岩堪、手強2品

を低地へ輸送、穀類を高地へ輸送し農牧醸の複合生業形態を伝統的にとっていたと想像される。第二次チベッ

ト・ネパーノレ戦争{1855年～1856年）を契機にタッコーラ地方のタカリーが、メデ、イエーターとして活躍し、

チベット岩塩の独占的交易権、徴税権を獲得。塩の交易所がダナ（Dana）からトワクチェへ移動するO タカリー

のスッパ・ファミリーを中心に中継ぎ交易を行われる九

1夕方リーの商人たちは、冬（11月頃）になると、カノレカッタ（Ca/cu，出）、カリムポン (Kalimpong）、ダラムサ

ラ (Dhαrα•msaf，α）などに行き、インド製品、誠撃の色を染める染料、そして、ヒ。ットンviiの入れ物、鐙、鞍、毛

の股などチベット入に必要な日用製品をダサインの後、翼い付け、 4月から 9月の間にチベットに持って行っ

て頭売をした。タカリーの蕗人達は、馬に乗り鉄砲を持ち、羊、ヤギ、羊毛、罵、らば、ヤクなどを買って、

物々交換を通じてタッコーラに戻ったoJヒメル・ムさそマ（MirMu油与のであるベン下ラ・ブラサッ下・｝－ラ寸

－＼＂ン（IndrαPrα'SadTu！，αchan）氏l治主年の塩交易の様子をはなしてい？と。

ヒマラヤ山脈主稜は人々を分断する墜として織さいてきたが、タッコーラ地域は「阿部jの地域の連絡路jの

役目を果たし、自然環境の推移するこの地域が、 fヒマラヤ山地土着の諸民族の生活空間で、あったI[J 11喜田

1981:5］といえる。 J11喜田二部は、この地域を「ヒンズ一文明からチベット文明へと、それぞれの自然をも含

むふたつのまことに対照的な風土の変化が推移するJ[J 11喜田 1981:5］地域で、あると語っている。

写真5. 村の今 γi亘るジープ

｛コパン 20085f.,)

2001年秋、筆者がカリガンダキ渓谷のJ1 Iと斜面の間の道を歩いてい

ると、後ろから馬を走らせた女性が向かってくるのをあわてて脇によけ

たのを覚えている。しかし現在では、問機の風景をまず見ることはない。

最近、新しい道路mが敷設され、クラクションを鳴らしながら近づくバ

イクと絶えず大きな音量で音楽をかけているジープがトレッカーの横

を通り過ぎて砂煙を上げる。 2001年当時、自動車やバイクが通れる道

路はまだなく、交通手段は徒歩か馬のみで、あった。強く吹き付ける風の

中、河原の横の狭い道をよったり捧りたりしながら、また時には流れを

避けながら石の河原を歩いた。 2006年、数年ぶりにタッコーラ地方の

トゥクチェを再訪したとき、バイク・タクシーは、一番儲かる商売とな

っていた。各村にはジープ・ストップ(Je，伊 Stop）が設けられ、レーテ以

北の村では日常的な住民の交通手段となっている。交通事情の変化の良

い面を見れば、ジョムソンにある病院に急病人を容易に搬送できること
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であり、足腰の惑い老人達など移動も楽になる。現在では

多くの人々も家畜も、従来のアップダウンの激しい河原の

績の道を歩くことよりも、切り開かれた新しい道を歩くこ

とを選んでいる。トレッカーの行動にも大き

いる。ジープに乗った観光客、巡礼者は、途中の村に立ち

寄ることもなく、ジョムソンへノンストップ。で、向かつてし

まい、ツーリストの流れが変わった。また、村の中で主に

使われていた道はどこも道幅が狭く、自動車の通り道とし

ては適していないため、新たに敷かれた自動車道路は、村

の外れを迂回して通されている。そのため、村の中のから

新しい道路脇に茶店を移動させ、家を建てる者があらわれ

ている。新しい道路の敷設は、地域に等しく恩恵与えてい

写真6. バイクア移動する是人

（カンティ 20083子｝

るとはいえず、建物の数が以前に比べ増えている。それでもあるタカリーは、道路敷設による変化を背定的に

ヒb丈、 f移住によって、タッコーラで、は、タカリーの人口がかなり減りましたが、タッコーラにある自分の

土地は残しています。我々の祖先は、タッコーラに、土を調べ、いい土地がどうかをさだめた場所である。

ある意味避暑地として知られるインドのナイニター／印刷出品）ともいえるところである。村には学校も出来て

いるし、交通機関が発達しつつあるし、

v lJと話していた。

いいところなので、人々がこの主出或に帰ってくることを信じた

正トレッキング。ツーリズム

1.トレッキングの語源

トレッキング｛的批ing］は、最近では、ネイチャー・アクティピティのーっとして定着した感がある。トレツ

キングは、［的k］を元とし、動名詞形で、ある［的批ing］として表記される。語幹の［的k］は、オックスブォー

語源辞典によれば、南アフリカ、オランダ系移民のボーア人が用いた言葉で「引く、引っ張る、行進するjの

オランダ諾、［的kken］に由来を持つ。この［trekken］は後に意味が変化し、「牛車に乗って移動するjの意味にも

用いられ、 1850年頃から使われ始めたとされる。一般的には、「旅する、移住する、行く、進む、出発するj

を表していた。いつ も取り入れられ、長く骨の折れる厳しい旅、主に徒歩での1J、旅jとして使われ

るようになった比較的新しし

出歩きでなじみのあるハイキング（hiking）は、ヨーロッパ・アルフoスの山麓歩きについて使われ、 トレッキ

ングはヒマラヤの場合に使われてし＇1こ［宮原 1999a:254］。またニュージーランドでは、トランピング （tramping)

と呼ばれている。 トレッキングという言葉は、 1950年代からしばしばヒマラヤ遠征中の登山縁の間で、使用さ

れるようになった。ネパーノレ政時は、 1966年から 1969年にかけて、中国政府との約束の下、チベッ

した。制限の解除された 1969年6月頃からトレツキング・パーミッショ

ン0・ekkingPermission：トレッキング許可証）が発行される。登山の禁止令も解カ亙れる。以後トレッキングという

2.トレッキングの派生

トレッキングは、

していったと推測されるヘ

ックに入れ、徒歩による移動形式をとることからヒトの移動の原点に渓つ

登山とトレッキングのちがいは、謹山は山の高低、規模にかかわらずぜー

ことを主目的としているのに対し、トレッキングはぜークをめぎすことを必ずしも日
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的としていない点である。山地、山麓を徒歩で移動中に出くわす動物や植物を鑑賞し、山々や森、湖など自然

ことを目的にしている。徒歩での移動は、ツーリストにゆっくりとした鑑賞を容易にし、現

地の人々と出会い、異文化とふれあう機会を多く提供する。トレッキングは、地域の自然と文化の体験型ツー

リズム・アクテイピティである。トレッキングは、パッケ…ジング、された集団で、行うものから、個人の企揺を

したオーダーメイド的なものまで探々なバリエーションが存在する。

アノレ［Satyal1998］は、 トレキングを現代的な移動手段に頼らない旅の形

式ととらえ、トレッキング・ツーリズムを①海岸沿いのトレッキング、②湖沿いのトレッキング、③J11沿いの

トレッキング、④史跡トレッキング、毒液林トレツキング、⑤山のトレッキング、の環境・対象別に6

した。サティアノレの分類は、トレッキングの行動範閤が単なる山地観光に留まらないツーリズムまで対象を

広げトレッキング・ツーリズPムの多方面への展開を考慮している。

まトレッキングには、時間的な区分方法もあり、数週間から 1ヶ月にも及ぶものをロング・トレッキング

(Long Trekking）、数日のショート・トレツキング（Short刀匂対ing）と区別し、半日ほどのものはミニ・トレツキン

グ（MiniTre.姑ing）とし、われることもある。 トレッキング、の語葉の使用範囲は拡大し続け、ホース・トレッキン

グ（馬によるトレッキング）、ジープ0 ・トレッキング（オフロード車によるトレッキング）、エレファント・トレ

ッキング（象によるトレッキング）と本来の歩くという形式が薄れてしまったものも見受けられる。

3.ネパーノレ＠ツーリズムの隆盛

1951年以前のネパールは鎖国状態で、あり、公式に入閣を認められた外国人はごく少数であり、入国した人々

もカトマンドゥ盆地だけに行動範囲を厳しく限定されていた。その一方で、ネノミールの人々と登山、観光の麗史

は、 19世紀、すでに始まっていた。インドの植民地経営にたずさわっていたイギリス人の保養地として、通

称ヒノレ・ステーション（HillStation）と呼ばれる小都市郡がネノミーノレ外のヒマラヤ山地に次々と建設される。ダ

ージリン（Daヴeeling） とし 1った諸都市において、そこへきさる道路、鉄道の敷設、ホテルや•Jl!J荘のへの食料や資材

などの運搬にネノミールからの出稼ぎ＼移住労働者が多くを占めていた［鹿野 1986:270，日隈 1998:374]0各地にで

きたとノレ・ステーションは、植民地政府の高級官僚、軍人の保養地としづ性格に加え、狩猟、学術調査、霊長山、

などの野外活動の拠点として機能した。その後、当地で、グノレカ兵や出稼ぎのチベット系住民を露出義的に濯うこ

とが、現在よく知られているヒマラヤ登山やトレッキングのスタイルとして定着したと推測される｛鹿野

1986:271”273]0 

1950年フランス隊によるアンナブツレナ I峰の初登頂を皮切りにネパーノレ・ヒマラヤで、の登山が本格化して

し、く。 1953年春エドモンド・ヒラリー（SirEdmund Hillaヴ）とテンジン・ノノレゲ、イ（1初・zingNo砲のうによるエベレ

ストの初去を頂に成功し、その後イギリス、オーストリア、スイス、日本などの登山隊が8,000メートノレ鋒を次々

と登頂し、 1950年代から 1960年代にかけてネパールの高峰は、ほぽ登］漠され尽くす。この時代のヒマラヤ登

山の特徴は、 8,000メートルを越える未踏峰への集中で、あり、登頂を目指した登山隊は、基本的に各国の代表

的性格を帯びていた。登山隊とともに研究者、ジャーナリスト、写真家などがともにネパーノレを訪れる機会が

増加してし 1く。ただし、登山に限らずネパールを訪れる人々は、まだまだ少なく、観光産業といえるものでは

なかった。

1960年代にはいるとネパーノレ関内の 8,000メートル級の山々はほぼ未踏峰でなくなり、より困難な別のノレー

トによって埜頂する新たなノレートの開拓を自指すことへと関心が移る。また、 7,000、6,000メートノレ級の相対

的に高度が劣るために見送られてきた山々などが埜頂の対象となったo 1962年に中華人民共和国が、相次ぐ

難民の流失や中国に対するゲリラ活動などを阻止する名目で、ヒマラヤ国境の全面封鎖を行う。そして、 1965

年には、ネノミーノレ政府が、中国との国境問題を理由に、ヒマラヤへの入域と登山を制限する。ヒマラヤ山地へ
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の入域制限は、押し出された難民の増加やそれまで、のチベットとの交易による生業形態の維持が出来なくなっ

た人々の都市への流入をもたらした。 1969年、ネノミーノレ政府は、ヒマラヤの入山を解禁する。制限が解除さ

れるとネパーノレを訪れる登山隊の数は増加する。この時代以障ヒマラヤの受山は、国家の威信的事業からスポ

ーツ的な色彩を帯びている。

1970年代は一部の探検家、登山家だけでなく多くの人々がネパールを訪れるようになってきた。ヒッピー・

ムーブメントの波が、ネノ号ールにも押し寄せた。 1973年に、ロイヤノレ．チトワン顕立公園（Roy，αlCJ弘it》v正1

Pαrk）が関設され、国立公国や保護地域が指定され、ジャングノレサファリ、ラフティングなどのアドベンチャ

ー型のツーリズム・アクティピティも現れ、 1980年代後半には、ネパーノレのツーリズムは多様化する。ネパ

ール政府は、「VISITNEPAL '98Jをはじめとする様々な観光スローガンと政策を掲げ観光産業の発展に取り組

んでいる。

4.ネパールでのトレッキング・ツーリズムの形態

ネパーノレにおけるトレッカーの数は、 1976年、 13,891人、 80年には27,460人、 90年には91,525人と増加

傾向を示じている。トレッキングの占める比重は大きい。ネノミーノレのトレッキング・ツーリズムの特ノ教として、

季節性があげられる。 6月頃から 9月前半までは雨季であり、ヒマラヤの姿が厚い雲に揺れてしまうだけでな

く、ヒマラヤ山岳地帯の移動は危険度が増すため、 トレッカーは雨季を避けてネパールを訪れる傾向が強い。

ネパーノレを訪れるト’レッカーは9月後半から徐々に増え始め、 10月上旬から 11月ぐらいまでがベストシーズ

ンとなる。 11月を過ぎると標高3,000メートルを超す地域で、は積雪が見られ、積雪対策、防寒具が必要になる。

一般的なトレッキング・スタイノレは、五、六人のグループならばサーダーl入、ガイド2入、コック 1入、キ

ッチンボーイ 2、3人、ポーターが 10人程の大所帯が基本構成となる。この集団のトレッキング・スタイルを

オーガナイズド・トレッキング（OrganizedTre紘ing）と呼ぶこともある。一方で、単独もしくは、ガイドと二人、

あるいはポーターを麗ってロッジやパッチィに泊まる形態のトレッキング・スタイルをティーハウス・トレッ

キング（TeahauseTrekking）と呼ぶ。

ネパ…ノレ・ツーリズムの繁明期は、ネパーノレ園内にツーリスト向けのサービスが整っていなかったため、ト

レッキングの際には食料など全て用意する必要があり、トレッキングは組織的かっ大規模なものとなっていた。

現在ではロッジやホテル、茶j吉（bha紛の充実によってテントを使用せずにトレッキングを行うことが出来る地

域も増え、少人数や単独のトレッカーが増加し、トレッキング、の形態にも変化が見られる。ネノいノレで、は、ア

ノレヒ。ニズムの大衆化にともないトレッキング形態のツーリズムが派生した。 1990年代以降は、環境、自然に

日を向けだしたツーリストや民間関連企業が、こにコツーリズム型のツ…リズム提唱しはじめている。

麗．持続可能な観光開発へむけて

1.トレッキング・ツーリズムの問題点

2001年以降継泰子し的にこの地域を訪れ調査している。この章で辻、ア

ッキング・ツーリズムの問題点をとりあげる。

a.管轄組織の問題

トレ

ネパールには、 トレキング・ツーリズムに関わる団体、 TAAN（古城kingAgencies' Association of M句pal：ネノミー

ノレ・トレッキング・エージェント協会ずがある。 1999年7月以棒、長らく一部の地域以外では廃止されていた

トレッキング・パーミット浴にかわり、 2006牢 10丹27自からすRC(TrekkingRegis’0・・ationCert，許cate：トレッキン

TんL¥Nが発行し、 トレッカー、 トレキング・コニージェンシー、ガイドなどの管理に乗り出し
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た。この登録誌は、 TAANに加盟しているトレッキング・エージェンシーへの申し込みをl必要とし、

のガイドもしくは、ポーターを一人濯うというもので、あったO しかし、様々な反対にあい、

れている問。さらにトレッキングの際、 ACAPに入域料が徴収される。そして 1996年以降活動を活発化させ

ているマオイストは、各地域の支配権をたてに独自に入樹斗、強制寄付を徴収していた。これは、 2006年の

その後の政権参画後も続けられており、明らかな違法行為であるにもかかわらず何ら対策が講じら

れていなし1。この強制的徴収トレッカーだけで、なく、ロッジ経営者などにもおよんでいる。トレッカーは様々

に料金を徴収されているにもかかわらず、管理組織が明確で、ない混乱した状況下におかれ、各締設によって庇

護されるわけでもなく、支払った対錨に見合うアクティピティをより楽しめるための機会や悟報が提洪されて

いるわけで、はない。この状況はトレッカーへの負担が大きく、トレッキング・ツージズムのあり方として大き

な問題といえる。

b.ワイルド・ガイドの問題

統括する管理斎服哉が明確でないことは、トレッキング・エージェンシー、ガイド、ポーターに関しでも様々

な問題を生じさせている。トレキング・ツーリズムを行う際、ガイド、ポーターに関し、資格的な制約と保障

が設けられていなし＼。そのため、トレッカーとガイド、ポーター問のトラブノレが多発している。ガイドの経験

不足や職業意識の欠知から生じる問題は特に多く、不d畏れな高所でトレッカーよりも先に高山病にかかり勝手

に下山してしまう者や欽溜による新子傷害事件を起こすなど報告されている。ガイドが不適切な行動をとれば、

トレッカーはトレッキングを楽しむどころではない。これらの問題を解決するには、適切なトレーニングを受

けた企業および、個人に対しての資格認定とワイルドガイドの規制を行う以外にはないと筆者は考える。優れ

たガイドの養成は、ネパールのトレッキング・ツーリズムにとって大きな課題で、ある。

cトレッカー自身の問題

トレキングは、全く技術を必要としないツーリズム・アクティピティではない。ネパーノレの場合、トレッキ

ングが対象とする行動範囲は、標高 1,000メートノレほどの亜熱帯から 5,500メートルを越える雪線まで、広範聞

に及ぶ。高所を行動範踏とするトレッキングを安全に行うには、体力や知識、適応性が必要となる。加えて、

地域の文化を尊重し、環境に配慮した適切な行動をとることが求められるのは言うまでもない。トレッカー自

身の自覚とガイドらによる適切な導きがトレッキング・ツーリズムの成立には不可欠である。

d.サーピスの提供の問題

ACAPによるトレッキング・ツーリズム・サービスの一律化、画一化は、問題を引き起こしている。ノレーノレ

の遵守とトレッカーとのニーズの板挟みになり、経済的負担が増加している。筆者の出会ったゲ、ストハウスの

オーナーは、外国人トレッカーが、夕食時にテーブルごとに、備え付けの電気照明ではなくキャンドルを用意

することを求めるため、外部から購入しなくてはいけないキャンドノレ代の出費が大きな負担であると話してい

た。トレッカーの求める多様なニーズに全て応えること誌難しい。酷一的に決めてしまうことで提供するサー

ピスの規定は地域の独自性を減じさせる場合もある。今後、ゲストハウスやロッジを運営していくニとに困難

を訴える者も多く、よりローカルな地域に密着した方法で、のサーピスのあり方の模索が望まれる。

e.安全性の問題

カリガンダキ渓谷のトレッキング・ノレートは、岩がむき出しになったガレ場も多く、筆者も藍径 1メートル

ほどの岩が転がり落ちてくるのを避けて走り抜けたこともあった。また、沢に渡された丸太一本の橋を越え、
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膝まで

写真 7. 池崎うア塞がれたえ｛ガーサ2008jト｝

地域の人々にとつては自常生活の場で、あるため、雨季

のこのような光景は珍しいことではないし、自然を対

象としたツーリズムにおいて避けては通れないことで

もある。しかし、外国から来る不J慣れなトレッカーに

とって、これらの状況は生命の危険を伴うものであり、

最も整備されたトレッキング・ノレートのーっと言われ

るアンナプルナ保護区域で、あっても、世界的なネイチ

ャー・ツーヲズム・サイトとしてはいまだ十分には整

備されておらず、安全なツーリズム・アクティピティ

を提供できているとは言えない。

N.おわりに

ネパールのトレッキング〉に関する観光研究について、誤解を恐れず筆者の概観を述べるならば、ネパールの

トレッキング・ツーリズム研究は、その多くがマクロ経済学的視点で、書かれたものが大半を占めており、ブイ

…ノレドワークに基づいた微細な観光現象に対する研究というのはほとんどなされていない。エコツーリズムに

対する紹介や導入の重要性を説くもの［Chauhan2004,Bhatt2006］も近年出版されるようになってきたが、海外の

エコツーリズム・サイトの紹介とエコツーリズムのもたらす恩恵に終始し、ネノミーノレの事例に関しては、

区、国立公歯などに関しての既出の統計的データとマスタープランの検証に留まり、実際に現地に赴き、観光

関係者に直接調査研究を行っているか疑問である。加えてNGOや地域の人々によるローカルかっ私設のトレ

ッキング・ツーリズムに関しては扱われてはいない。

ネパーノレにおいてトレッキングの舞台となるのは、人の住まない地域であることもあるが、多くは、生活の

場であり、生活の道である。保護区域の指定、宣言告体は、保護区域の錨｛誌を守れる保証とは限らない。観光

利用によって保護区域の価値ある自然と文化が支えられ、守られるように適切な管理運営体制と方針を打ち立

てることが大事であると 観光開発、自然保護、地域社会の向上を行うことは難しい問題である。広が

るオノレタナティブ・ツーリズム、サステーナブノレ・ツーリズム、エコツーリズム、プロ・プアー・ツーリズム

(Pro Poor Tourism）への関心は、観光が社会の変革手段として有効であると期待のあらわれといえる。しかし

し、根付かせるために、精鍛なアィールドワークにもとづいた調査と研究がいっそう求められる。

註

：ネパーノレで吋外国人訪問数についてピザの滞在話的と入園カードを基に公式統計を発表している。その分類は If料段・レ

ジャーj 「トレッキング・登山Jf商用j f公用Jr巡礼j f会議j となっている。
ii2008年現在、一人当たり 2,000Nrs（約3,000円）。

''jこのエコミュ…ジアムについての詳細は鎌田〔鎌田 1999〕参摘。こにコミュージアムのコンセプ

と、ネノf』－守－－

i等物掠遼営し治将子われなくなつている。筆者が訪れた2001年、多くの展示品が無造作に放龍されていた捺子が自lこイ寸し、た。
さらiこ、斜揺にある博物館までの階段を地元の｛云統的工法で、造るのではなく、コンクリ一トで、闇めるなど、環境への配慮、

地域との連携無くして、もはやエコミュージアムで、あるといえるか疑問であり、今後の変革を期待したい。

Wこのような取り組みには一定の評価ができるが、その情報更新の頻度、博報媒体の前主を示す情報が眠られていることか

ら、十分にツーリストに対して静報が行き渡っているとは苦い難い。

2008年ネパ…ノレ王政蕗止と共にムスタンも主政廃止した。

（キャラパン）から関麗的中継ぎ貿易のシステム（壌の交易独占形態）へ移行し、タカヲーがカリ

り、スッパの台頭、富の蓄積が行われる。
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v11!::0ットン（Pitto）錦、銀のポット。

出レーテ以北はムスタンまで自動車の通行可能な道路が敷設された。舗装されていないため、降雨の多いレーテ以南では

雨季の時期度々道路は地滑りによって消失する。

h一般的な認知はもっと後であると考えられる。特に日本においては、登山関係者、愛姫家遠の間で、はすでに使われている

が、出歩きなどのレジャーに関しでは、ハイキング‘といわれることが多かった。 トレッキングという言葉が使われ出すの

は、 1990年代アウトドア・ブームの広がる時期と重なり、英留の靴メーカーからライセンス生産制叡ljをとり、大々的に

テレピ慨を行ったことで、頭箸になった推測される。そのブームに乗り日本の登山道をめぐるアクティピティは、ハイキン

グからトレッキングに名手暗示換が図られ、ハイキング・コースからトレッキング・コースへと者絞の付け替えが行われた。

旅行者にとって、ハイキングとのちがし、を明確に見いだせず混乱も生じたこの鎮向は現在でも続いてし、る。また、 1990年

代某テレピ鎖的もパックパッキングPとし1う言葉が貧乏旅行の代名詞で使用されるようになったが、これはもともと自然

保護の思想、との関連で生まれたものであり意味が異なっている。日本へは、思想的背景よりも fスタイノレJが輸入された

といえる。

'1979年に設立されたネパール、 トレッキングの業界間体。

xiトレッキング・パーミットの廃止は、許可証取得に対する労力と時間の協織となったが、その分ピザ代が上がりツーリス

全体に対する負担は増加した。

xii目的は、 i民入増加とワイルドガイド、違法業者、従事者をi玲くことであったが、 TAANに所賭するエージェンシーに裳で

代行してもらうガイドや業者も続出し十分に機能しなかった。持折F専開の動きも報じられることがあるが事実上停止した

ままで

管理システム）に代わつた。 TRCで、不評で、あつた単z虫でのトレツキング、禁止も緩和された。しかし、登録後の戦虫の外国人

トレッカー同士の合流はよいが、ネノミーノレ人が一緒にトレッキングすることは認められない、途中からガイド、ポーター

を躍えないなど、もぐりのガイド、ポーターをチェックする名目とはいえ、各規定には疑問がある。申請に関しては、 TAAN

もしくはトレッキングエージェンシー経由で、行う。 2008年夏、国立公園入域料を支払う際に、 ACAPポカラ事務所で碓古志し

たが、 TIMSが必要で、あると言われなかった。チェックポストでの提示も全く求められなかった。
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