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ネパール・ムスタンのトレッキングと地形

安仁屋政武

筑波大学名誉教授

ヒマラヤ学誌　No.18, 127-146, 2017

はじめに
　2016年 4月 1 ～ 22日の日程で、第 11回雲南
懇話会のフィールドワークとしてネパールのムス
タン（Mustang）に 4人でトレッキングに行った。
ここは乾燥した地域で、興味深い地形や景観がい
くつか観察されたので報告する。なお、歩きなが
らの観察なので、当然見たもの写真撮影したもの
は限られている。また、現場での細かい調査や計
測、あるいはサンプリングなどは行っていない。
従って、観察事項の記載 ･記述が不十分かもしれ
ないし、その分布がかならずしも地域全体を網羅
していないかもしれない。

トレッキングの概要
　カグベニから歩いた日程は正味 12日間で、行
程は以下の通りである。図 1と 2を参照されたい。
図 2はグーグル画像に GPS1）によるトレッキング・
ルートを落としたものである。行きはカリ・ガン
ダキ（Kali Gandaki）の右岸を歩き、帰りは左岸
を歩く周回コースで、赤丸で示した所は宿泊した
集落である。図 1にはやや細かく地名や河川が示
されているので、地形の記述や分布の理解を助け
るために参考にされたい。標高は基本的に
Himalayan Map House発行の地図 2）によっている
が、一部に高度計での計測もある。

4月 4日（月）晴れ、強風：
ポカラ（Pokhara） — ジョムソム（Jomsom, 
2720m）—ガグベニ（Kagbeni, 2810m）

4月 5日（火）晴れ：
カグベニ — チュサン（Chhusan, 昼食，
2980m） — チェレ（Chele, 3050m）

4月 6日（水）晴れ後曇り、雨、雪：
チェレ — ダジョリ峠（Dajori La, 3735m） — 
サマール（Samar, 昼食，3610m） — チュンシ
洞窟（Chungsi Cave, 3500m） — シャンボチェ

（Syangboche, 3800m）
4月 7日（木）晴れ：
シャンボチェ — ガミ（Ghami or Ghemi, 昼食，
3520m） — ダクマール（Dhakmar, 3820m）

4月 8日（金）晴れ：
ダクマール — ガール・グンバ（Ghar Gumba, 
昼食，3950m） — ツァラン（Tsarang, 3560m）

4月 9日（土）晴れ：
ツァラン — スンダ・チョルテン（Sungda 
Chorten, ～ 3600m） — ロー峠（Lo La, 3950m, 
別名ダイ峠 Day La） — ロー・マンタン（Lo 
Manthang, 3820m）

4月 10日（日）快晴、晴れ：
ロー・マンタン — チョーセル（Choser or 
Chhoser, ～ 3900m）往復

4月 11日（月）晴れ：ロー・マンタン滞在

　2016年 4月、ネパールのムスタンへトレッキングに行った。カリ・ガンダキの上流と源流域を周
回するルートで、カグベニから右岸をロー・マンタンまで行き、帰りは左岸を通ってムクティナート
経由でカグベニへ戻った。正味 12日間で、歩いた所の高度は 3000m位から 4200m位の間である。ム
スタンはティベットと接していてティベット文化を継承している地域である。モンスーンがアンナプ
ルナ—ダウラギリの大ヒマラヤ山脈に遮られるため非常に乾燥しており、寒さも相まって植生は一般
に貧弱で灌木・草が主である。トレッキングの道中で観察した事項について（1）集落の地形的位置、

（2）洞窟、（3）耕作放棄地、（4）河岸段丘、（5）バッドランドと土柱、（6）麓屑斜面、（7）地すべり
/崩壊、（8）氷河地形、（9）周氷河地形、（10）泥で覆われた斜面、（11）特異な地形、に分けて記述
し一部に若干の解釈・考察を行った。
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4月 12日（火）快晴：
ロー・マンタン — ウディ・ダンダ（Udi 
Danda, >4000m）経由 — ディー（Dhi or Dhee, 
昼食 , ～ 3400m） — ヤラ（Yara, 3650m）

4月 13日（水）晴れ：
ヤラ（3650m） — ルリ・グンバ（Luri Gumba, 
～ 4000m）往復

4月 14日（木）晴れ：
ヤラ — デチャン川 横断（Dechyang Khola, 
3430m） — タンゲ（Tangge or Tangye, 3240m） 

4月 15日（金）晴れ：
タンゲ — パハ（Paha, 4218m） — シヤルコ ･
タンク・ダンダ（Siyarko Tangk Danda, 4000
～ 4100m） — テタン（Tetang, 3040m）

4月 16日（土）晴れ：
テタン — ギュ峠（Gyu La, 4077m） — ムク
ティナート（Muktinath, 実際にはその一部の
ラニパウワ Ranipauwa, 3700m）

4月 17日（日）晴れ、小雨：
ラニパウワ — ジョン（Jhong） — カグベニ — 
ジョムソム

　地名のローマ字表記は地図によって、さらに本
によっても異なることが多い。また、地図表記と
現地表記が違うことも珍しくない。例えば、地図
に Cheleとある集落は現地の入口には Tseleとい
う表記がある。カタカナにすればチェレとツェレ
となる。Jhaiteは現地のホテルでは Zaiteとある。
ジャイテとザイテである。Tangge（地図）と
Tangye（現地）も微妙に違う。また、カタカナで
は同じだがスペルが Choser（地図）と Chhoser（現
地）、あるいは Syanboche（地図）と Syangboche（本）
のようなケースもある。ここでは一応、ツァラン
を除き基本的には Himalayan Map House発行の地
図 2）の表記に準ずる。ツァランは同地図には
Chrang（Tsarang）と記されているが（図 1参照）、
Mustang の本 3）では Tsarang を使っているし、
Kawaguchi（1995） の ’Three Years in Tibet’で も
Tsarangとある。因みにツァランの北側を流れる
川は、地図ではなぜか Charang Kholaと記されて
いる。

地域の概要
　ムスタンはネパール中部にある第 2の規模を持
つ都市ポカラの北に位置している。北はティベッ
トとの境をなしていて、モーリス・エルゾークの

『処女峰アンナプルナ』で一躍名が知られるよう
になったカリ・ガンダキの源流域を持つ地域であ
る（図1）。ヒマラヤでは幾つかの大きな河川がティ
ベット高原に源を持ち、大ヒマラヤ山脈を横断し
て南へ流れている。カリ・ガンダキはそのような
河川の一つで、ヒマラヤ山脈を横断するところ、
すなわちアンナプルナ — ダウラギリを分けると
ころで比高 5千メートル以上に及ぶ世界最大の峡
谷を形成している。
　ムスタンはヒマラヤ山脈の北側に位置している
のでインド洋のモンスーンの影響が少ない地域で
ある（写真 1）。グーグル画像（図 2）から大きく
垂直に 3つのゾーンに分けられそうである。（1）
カリ・ガンダキ周辺の標高 3800 ～ 4200mぐらい
より低い地域で、草・灌木が僅かに生えるだけの
乾燥 — 半乾燥気候となっている。植生から判断
すると雨量は年間 300 ～ 500mm程度と推測され
る。ネパールで一番乾燥している地域の一つであ
る。（2）標高 3800 ～ 4200mぐらいから 4500mぐ
らいまでのゾーンで、降水がある程度あり草・灌
木が生育している。山羊、牛、ゾ・ゾモ（ヤクと
牛の交配種）などの放牧に利用されている。（3）
4500m以上で、寒冷なため植生のない岩壁・裸地
の斜面となり、6000m以上の山の一部には氷河が
発達している。
　地域の人文的特徴は 2011年発行のパンフレッ
ト 4）によると以下の通りである。面積は 2567km2

（神奈川県より少し大きい）、人口約 6千人、世帯
数 1168、集落 38、主な寺院 13、主な洞窟遺跡 5
とある。同パンフレットには年間観光客の数を千
人に制限とあるが、カグベニの ACAP（Annapurna 
Conservation Area Project）オフィスの統計による
と、2007年から千人を越え、2014年にはピーク
となり 4千人を超えた。しかし、2015年は 4月
25日の地震の影響で 2600人に激減している。
　ムスタンは 15世紀にアメパール（Amepal or 
Ame Pal）が周辺を統一して最初の王となった後、
18世紀後半にゴルカ（Gorkha）に征圧されるま
では多かれ少なかれ独立した王国であった。その
後、ゴルカ王国が 1768年にネパール全土を統一
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したのでネパールを構成する地域の一つとなっ
た。因みにムスタンの王制（実権はない）はネパー
ルの王制が廃止されたのと同じ年 2008年まで続
いた。ネパールが連邦民主共和国になった現在は、
3つの地区（district）から構成されるダワラギリ・
ゾーン（Dhawalagiri Zone）の一地区となっている。
カグベニを境に上部ムスタン（Upper Mustang）
と下部ムスタン（Lower Mustang）に分かれている。
上部ムスタンは、1961 ～ 1973の間、その地理的
位置から中国に占領されたティベットの解放運動
の中心となったカムパ（Khampa）5）の活動基地
となった。Peissel（1968）は 1964年にムスタン
を訪れた際カムパがいかに怖かったか述べてい
る。ネパール政府がカムパを排除した後、1992
年まで外国人の立入が禁止されていた（Beck, 
2014）。
　カリ・ガンダキはモンスーン・シーズンを除く
とロー・マンタンまで河原沿いに行けたこともあ
り、ムスタンはティベットとネパール・インドを
結ぶ重要な交易ルートであった。特に 19世紀は
ティベットの塩をインドに運ぶ拠点として栄え
た。しかし、中国のティベット占拠により 1959
年に国境が封鎖され、交易は途絶えた（Beck, 
2014）。
　通常、ポカラから飛行機でジョムソムまで行き

（約 20分）、そこから徒歩あるいはバス /ジープ
で入口であるカグベニまで行く。ここにある
ACAPのオフィスで許可証に入域のスタンプを押
して貰い、上部ムスタンのトレッキングが始まる。
今はロー・マンタンまで車で行くことも可能であ
る。現在、パーティは最低 2人、1人 1日 US$50
のトレック代が必要である。
　地域はほとんどがカリ・ガンダキの流域からな
り、主要な集落は本流沿いでは低位の河岸段丘、
段丘化した扇状地などに位置している。支流沿い
では、一部やや高い所にある（河床から 40 ～
50mぐらいから 100m近い）河岸段丘上にある場
合もあるが、多くは麓屑斜面 6）（後述）に位置し
ている。
　ネパールの地質図 7）によるとムスタンの基盤岩
はカリ・ガンダキの右岸と左岸で異なる。左岸は
ティベットとの境付近に一部古生層が分布してい
るが、大部分は中生代の堆積岩でアンモナイトを
広く産出するので知られている。右岸は下流部が

古生代の堆積岩、中流部にわずかに中生層、ティ
ベットとの境周辺に花崗岩が分布している。そし
て、カリ・ガンダキ両岸周辺は堆積物で括られて
いる。
　ジョムソムからカグベニまでの間、カリ・ガン
ダキの右岸の岸壁を見ると堆積岩が激しい褶曲に
よって曲がりくねり、層理が場所によっては垂直
に立っている。あるいは断層運動によって不整合
となっており、ヒマラヤの激しい隆起運動を目の
当たりに実感する。しかし、カグベニを過ぎて上
部ムスタンへ入ると一変する。もちろん例外もあ
るが、一般に堆積岩・堆積層がほぼ水平で、ゴル
ジュ帯の一部を除き開放的なので全体的に地域が
ゆったりとしていてなんとなく穏やかという印象
を受ける。

特徴的な地形と景観
　報告する観察事項として地形に加えて若干人文
的要素を含め次の 11項目を取りあげる。（1）集
落の地形的位置、（2）洞窟、（3）耕作放棄地、（4）
河岸段丘、（5）バッドランドと土柱、（6）麓屑斜
面、（7）地すべり /崩壊、（8）氷河地形、（9）周
氷河地形、（10）泥で覆われた斜面、（11）特異な
地形。

（1）集落の地形的位置（topographic	site	of	village）
　ある程度の規模をもつ集落の立地には傾斜が緩
くてある程度広い場所が必要であるが、山に囲ま
れ深い谷に刻まれているムスタンでは限られてい
る。乾燥地域では、地形的な条件に加えて‘水’の
確保が別の大きな制約となる。歩いた範囲での立
地条件を地形的に分けると、河岸段丘、扇状地（段
丘化している）、麓屑斜面、地すべり地の 4つに
なる。
　なかでもこの地域に独特なのは麓屑斜面であろ
う。堆積物は（角）礫を多く含むので耕作地には
最適ではないが、傾斜が緩いので段々畑にしやす
い。もちろん家屋の建設場所として優れている。
一番大きな問題は水の確保である。斜面は透水性
が非常にいいので、水源を斜面を開析している河
川の上流の基盤岩地域あるいは湧水に求め、そこ
から延々と用水路で水を引っ張って来る必要があ
る。現在はコンクリート製の用水路も見られ、ホー
スも普及しているが、昔は水路の維持が大変だっ
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たであろう。地すべりは山がちな地域では貴重な
緩斜面をつくり出す。また、往々にして湧水があ
る。
　以下に地形毎に立地している集落のリスト（歩
いた順）を示す。
河岸段丘（river	terrace）
・ カグベニ：カリ・ガンダキ左岸の低位段丘
・ タンベ（Tangbe）：カリ・ガンダキ左岸の低位
段丘

・ チェレ：カリ・ガンダキ右岸の高位段丘
・ ツァラン：チャラン・コーラ右岸。上の麓屑斜
面から連続的につながっていて、一見麓屑斜面
のようであるが、花崗岩の円礫からなる段が 2
段ある。

・ ロー・マンタン：北側にチョラック・ドクパ・コー
ラ（Chhorak Dokpa Khola）､南側にドクポロ・コー
ラ（Dokpolo Khola）が流れ、両河川に挟まれた
花崗岩の円礫からなる下流側へ緩く傾斜してい
る段丘。河川の規模からすると、チョラック・
ドクパ・コーラの右岸の段丘か。ロー峠からは
ティンガール（Thinggar）が載る麓屑斜面から
続いているように見えるが、チョラック・ドク
パ・コーラで切られている（写真 6Cを参照）。

・ チョーセル：チョーセル・コーラ左岸
・ ディー：カリ・ガンダキ右岸の低位段丘
・ スルカン（Surkhang）：主に畑がプユン ･ コー
ラ（Puyun Khola）左岸とカリ・ガンダキとの
合流点にある低位段丘に分布。家屋は畑の背後
の谷壁緩斜面に位置している。

・ ヤラ：プユン ･コーラ右岸
・ ガラ（Ghara）：プユン ･コーラ右岸
・ タンゲ：タンゲ ･コーラ右岸低位段丘（畑）
・ ムクティナート：タンガールギウ・コーラ

（Tangarghiu Khola）左岸
・ ジョン：ジョン・コーラ（Jhong Khola）右岸
・ ジャルコット（Jharkot）：ジョン・コーラ左岸
・ キンガール（Khingar）：ジョン・コーラ左岸
扇状地（alluvial	fan）
・ ティリガオン（Tirigaon）：右岸からカリ・ガン
ダキに流入するラタウラ・コーラ（Rataula 
Khola）の扇状地。下に新しい扇状地が形成さ
れていて、集落が載っている扇状地とは段で分
かれている。

・ チュサン：平面形態と扇央から扇端へ傾斜して

いることから判断すると、左岸から流入するナ
ルシン ･コーラ（Narsing Khola）の扇状地であ
るが、現在は幅広いナルシン ･コーラで南北二
つに分けられている。しかしナルシン ･コーラ
の断面には厚い静水堆積物が露出し、その上に
薄く礫が載っているので形成はもっと複雑かも
しれない。

麓屑斜面（colluvial	slope）
・ ギャカール（Ghyakar）：斜面中部
・ サマール：斜面頂部
・ シャンボチェ：斜面中部
・ タマガオン（Tamagaon）：斜面中部
・ チュンガール（Chunggar）：斜面中部
・ ジャイテ：斜面中部（写真 11を参照）
・ ギリング（Ghilling, Geling）：斜面下部
・ ガミ：斜面下端部。一見するとガミ・コーラの
河岸段丘のようであるが、堆積物は角礫の多い
コルーヴィアム（colluvium）8）

・ ダクマール：斜面中部
・ プワ（Phuwa）：斜面中部（写真 6Cを参照）
・ ティンガール（Thinggar）：斜面横端（写真 6C
を参照）

　このように麓屑斜面の中程に位置している集落
が多い。この理由として、上部は山腹斜面からの
土石流や崩壊の危険性がある、下部は用水路を引
くのが大変だ、さらに谷が深くなってトレイルが
横切るのが大変だ、などが考えられる。
地すべり地（landslide）
・ テタン：地すべり下部（写真 7C参照）。

（2）洞窟（cave）
　ムスタンを特徴づける景観の一つに、いたる所
に見られる洞窟がある。そのほとんどは川沿いの
緩く固結した礫 /砂 /シルト /粘土からなる垂直
に近い谷壁・段丘崖に掘られていて、現在は河床
から数十メートル上に見られる。最初に間近に見
て意識したのはチェレ手前でカリ・ガンダキを渡
る橋の左岸のところである。崩落した岩塊が流路
をトンネル状にしている所を見上げたら、特定の
層に沿って同じような高さに洞窟が一列に並んで
いた。目測では河床より 50 ～ 60mあり、ほぼ垂
直の壁である（写真 2A）。仲間とどうやってあそ
こへ行ったのだろうかと話していたら、ガイドは
6世紀のもので、当時は河床が高くアクセスは簡
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単だったという。最初、聞いたときはピンと来な
くて‘ええ、ほんまかいや！？’と思った。その後、
多くの場所で谷壁の高い所に洞窟を見た。いずれ
もガイドの話では河床がそこまであったと言うこ
とだった 9）。実際、ほとんどの洞窟がそうでもな
ければとうてい到達不可能な場所にある。
　ガイドの情報の出所は不明であるが、チェレの
例を取って仮に約 1500年間で河床が相対的に
50m低下したとしよう。地域の隆起を考慮しない
単純計算では年 3.3mm程度の河床低下（侵食）
となる。カリ・ガンダキは隆起の大きいヒマラヤ
山脈を横切る先行谷 10）（目崎、1988）なので侵食
速度は速い。目崎はさまざまな文献からヒマラヤ
山地の平均年間削剥量（侵食量）を 3 ～ 4mmと
見積もっている。チェレの例で大雑把に推測した
河床低下速度は一応この値の範囲内である。
　Shrestha and Whittagker（2012）によると、洞窟
は約 3000年前から掘られていた。洞窟を掘る場
所は基本的に水辺に近く、そして防御のことを考
えたらほぼ垂直でなおかつ掘りやすい地層でなけ
ればならない。ムスタンはある程度固結した礫を
含む堆積物からなる垂直に近い壁が比較的多い。
礫は効率よく掘れるので、礫を含む層に分布して
いることが多い。場所によっては洞窟が何層もあ
る。一部には入口にアドベ・レンガや礫を積んだ
洞窟や、中を仕切ったものも見られる（写真
2B）。時には最上部と最下部の洞窟の標高が 20 ～
50mぐらい離れていて、しかもその間は絶壁とい
う所もある。上の方が古くて、河床が低下するの
に従って下へ下へと掘っていったのだろうか。
　観察した人工的な洞窟は以下の通りで、いくつ
かでは現河床からの比高を目測あるいは高度計で
推定した。ベネ・コーラ（Bhene Khola）沿いに
あるチュンシ洞窟（別名、ランチュン（Rangchyun）
洞窟、あるいはチュンシ・ランチュン洞窟）は自
然の洞窟を利用している。ムスタンを紹介する
ACAPのパンフレットが挙げている 5つの洞窟は
どれを指すか不明であるが、多分チュンシ洞窟と
シジャ・ジョン洞窟（Sija Jhon Cave）は含まれて
いるのではないかと推察する。
・ チュサンの対面：カリ・ガンダキ右岸、1層 1
列（写真 2A）。

・ ガミの対面：ガミ・コーラ左岸、6層、礫層。
・ ダクマール南入口の対面：ダクマール・コーラ

左岸、赤壁 6層。
・ ダクマール中程の北側：ダクマール・コーラ左
岸、赤壁と白壁。最上部と最下部で 30m ？以
上の標高差がある。

・ マラン（Marang）が載っている段丘崖：チャラ
ン・コーラ左岸に発達しているバッドランドの
下部を掘る。現河床からの比高、20mぐらい。

・ ツァランの北側：チャラン・コーラ。現河床か
らの比高、130 ～ 140mぐらい。

・ ツァランの対面：トゥルン ･ コーラ（Thulung 
Khola）左岸。トレイルから洞窟は 3つしか見
えなかった。

・ ロー峠に行く途中：トゥルン ･コーラ左岸、上
流で谷が開けるところ、3層。中に仕切りがある。
現河床からの比高、30 ～ 40m位？円礫層（写
真 2B）。

・ ニフ（Niphu）：チョーセル・コーラ左岸、数層。
たくさんの細かい明瞭な水平層（細かいマト
リックスを持つ赤い小礫）からなる崖 （固結度
が高い）。現河床からの比高、20mぐらい。現
在は貯蔵庫として使われている。

・ シジャ・ジョン洞窟：チョーセルのニフに位置
している。5層からなり部屋が 108ある大規模
な住居跡。ガイドの説明によると 12世紀に北
から進入してきたティベット族に滅ぼされた。
その時、ティベット族が現在見られるような住
居のティベット建築技術を持ち込んだ結果、洞
窟に住まなくなったという。すぐ側に涸れ谷（4
月時点で）があるが、谷に直接面してはいない。
ガイドの説明によると、水は別の所から引っ
張ってきていた。

・ ディーより少し上流：ムスタン・コーラ（カリ・
ガンダキ）左岸、数層。土柱（礫層）の下部。
現河床からの比高、100mぐらい。最上部と最
下部の標高差 40 ～ 50mぐらいか。

・ ヤラへ行く途中：プユン・コーラ左岸、3層、
全部で 9個。垂直段丘崖オルガン・パイプ状の
土柱の下部。

・ ヤラ近辺の対面：プユン・コーラ左岸、数層。
土柱。礫層。

・ タシ・カブン（Tashi Kabun）付近：プユン・コー
ラ右岸、ルリ・グンバへ行く途中、3+層。土柱。
礫層。現河床からの比高、20 ～ 30m。

・ ルリ・グンバ周辺：プユン・コーラ右岸、多層。
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現河床からの比高、80 ～ 120m。
・ タンゲ 北側：タンゲ・コーラ右岸、数層。
・ テタンの北側：ナルシン ･コーラ右岸、基本的
に 1層 1列、多数。垂直に近い岩壁。現河床か
らの比高、250mぐらい。ガイドによると年代
は約 1万年（写真 2C）。

・ テタンの下流：ナルシン ･コーラ右岸、3+層。
現河床からの比高、50 ～ 70m。

・ キンガール対面：ジョン・コーラ右岸（今回は
観察しなかったが 2009年に観察）。

（3）耕作放棄地（abandoned	field）
　ムスタンはカグベニとチュサンを除くと集落は
標高 3000m以上にあるので、農作物として一般
に米作は適さず、主に大麦、ソバ、ジャガイモ、ガー
リックや根菜類の野菜などを栽培している。降水
量が非常に少ないムスタンでは耕作や日々の生活
に必要な水は近くの河川からの潅漑に頼ってい
る。この貴重な潅漑水を効果的に使うため、水田
ではないが耕地は傾斜が緩い斜面でも水平な段々
畑にして作物の栽培を行っている。
　トレックは 4月だったので場所によってはまだ
作物（主に大麦）が植えられてなく、また植える
準備をしていないところも多かったので、耕作放
棄地と判断するのは難しいところがあった。しか
し、何カ所かでおそらく耕作を放棄した跡であろ
うと判断できる場所を観察した。潅漑に引く河川
の水源は背後の山で、雪や氷河の融水が大きな役
割を果たしている。しかし近年、地球温暖化の影
響による降雪・積雪量が減り水量が減ったり、あ
るいは水源が涸れたりして潅漑水が十分得られな
くなり集団移転を余儀なくされた集落があるとの
ことである（伏見碩二からの情報。2016年 4月
カトマンドゥにて）。
　ムスタン地域でも最近はインド、日本、その他
の地域への出稼ぎが増え、そのまま居ついてしま
うケースや帰ってきても町に住んだりするケース
が増えつつある。その結果の一つとして、家の跡
継ぎがいなくなり耕作放棄をせざるを得ないケー
スが増えてきた（Shrestha and Whittaker, 2012）。
我々もトレッキングで泊まったホテルで日本に数
年以上住んでいたという 2人に会った。
　その他、地すべりによって耕作放棄を余儀なく
されたと思われる場所もあった。

　具体例をいくつか挙げる。
・ タンベの南を流れるディンクロ・コーラ（Dhinklo 

Khola）を渡ったところの右岸で耕作放棄地ら
しき跡を見た。川には水が流れていなかったが、
現河床から数メートル上の段丘上に下流方向に
段々を切った跡がある。段はところどころ壊れ
ていて、平らなところには泥が堆積している。
潅漑水路（跡）はない。洪水流によって耕地が
破壊され、放棄したとの印象を受けた。

・ 次に遠くから垣間見ただけだが、ガミの下流、
ガミ・コーラ左岸の段丘上の景観が耕作放棄地
との印象を受けた（写真 3A）。写真を細かく分
析して次のように解釈した。手前は右岸で、畑
に水をやり耕作準備をしている。一方、左岸に
は耕地らしきパターンが見られるが耕作準備の
様子は見られない。左端のかなりの部分に草が
茂っている段丘の上方には水平の潅漑水路

（跡？）が見られるが、草の茂り方から判断す
るとこれから耕作するとは思えない。このよう
な理由から、耕作を放棄した跡ではないか、と
判断される。

 　ここでの耕作放棄の理由は次のようなことが
考えられる。今は深い谷によって分断されてい
るが、段丘はかつて一続きで、潅漑水路が写真
の右端まで通じており耕作を行っていた。その
後、段丘の構成物は侵食されやすいので谷の下
刻が早く進み、潅漑水路は侵食されて分断され
た。水が来なくなった上に、分断された段丘は
アクセスも困難なくらいの急崖に囲まれ、放棄
を余儀なくされた。

・ カリ・ガンダキの左岸の支流プユン・コーラ沿
いにあるヤラの周辺には地すべりが多い。特に
車道・トレイルがある右岸側は動いたブロック
で斜面がずたずたに切られている箇所がある。
大きなブロックの表面には人工的に切られたと
見える段差がある（写真 3B）。これらは恐らく
昔の耕地跡で、地すべりによって地面が分断さ
れ潅漑用水路も破壊されて耕作不可能となった
のだろう。

・ 今回はムクティナートからカグベニへ行くのに
ジョン・コーラの右岸を歩いたので観察しな
かったが、2009年左岸を歩いた時、カグベニ
近くで川沿いの低位段丘上の耕地が放棄されて
いるのを観察した。
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（4）河岸段丘（river	terrace）
　隆起が激しい地域を横断するカリ・ガンダキは 
侵食・堆積も激しいため、ムスタンには大きな段
丘が広く発達している。低位（例えば河床から
50m以下）の段丘は集落となっているが、河床か
ら 100mを超し断崖絶壁で囲まれている段丘は自
然のままである。地形的には集落や畑に適してい
るが、アクセスが不可能あるいは大変、水の確保
が困難、気象が厳しい（風、寒さなど）などの条
件から手つかずである。段丘の段の数は本流沿い
でも異なるが、特に支流で顕著である。例えば、
カグベニのすぐ北の左岸、ティリガオンの対面に
は 3段の段丘がある。そしてチュサンとチェレの
間の左岸にも 3段ある。しかし、他にはこれらに
対比できるような段丘は見なかった。
　カリ・ガンダキ沿いの段丘は、多くの場合、表
面は水平ではなく数度ぐらいカリ・ガンダキ側へ
緩く傾いている。支流の段丘の場合、水平なのは
少なく、下流へ向かって傾斜している例が多い。
山腹斜面と交差するところは日本の段丘のように
シャープな傾斜変換ではなく、指数曲線状にゆる
やかに連続的に変化している場合が多い。段丘化
の過程でコルーヴィアムが堆積した結果である。
　カリ・ガンダキ沿いの段丘で、左岸の山から合
流する支流が形成した扇状地が載っているものが
ある。その現在の姿は支谷がナイフで切り裂いた
かのように扇状地を真っ二つに分け、その下の段
丘にも狭い Vとなって切り込んでいる。扇状地
形成後、土地が隆起してカリ・ガンダキの河原が
段丘化する過程で支流が侵食し続けた結果であ
る。扇状地、段丘共に泥にコーティングされてい
るので、扇状地面から段丘面へは滑らかな一続き
の斜面となっていて、支谷の右岸側の段丘は上流
へ傾いているかのような印象を与える。まるで、
地面の隆起と河川の侵食のすさまじいせめぎ合い
を見ているかのようである。
　特徴の一つは、多くの段丘が、特にタマ・コー
ラ（Tama Khola、ギリングを流れている）とカリ・
ガンダキの合流点より上流に分布する段丘が‘泥’
に覆われていることである（後述）。
　中でも特異であり、現地調査や空中写真判読な
ど詳しい調査をしなければ解釈が難しい段丘を 2
カ所紹介する。
・ プユン・コーラの左岸で、集落ヤラの対面に分

布する段丘である。ここは地すべり地であるが、
これを切って細かい段丘が何段もある（写真
4A）。現地で確認する機会はなかったが、一部
は、現在は耕作放棄されているが畑にするため
に人工的に切られたのではないか、と推測され
る段もある。また、地すべりのブロック運動で
段差となったのもあるのではないかと推測され
る。

・ タンゲ集落の対面、タンゲ・コーラ左岸とその
支流ヤク・コーラの合流点に大きく 5段、その
間に小さくて細かいのが 7段分布している（写
真 4B）。段の向きと傾きからタンゲ・コーラが
作った段丘である。等高線間隔 40mの 9万分
の 1の地形図 2）を使った大雑把な比高は 240m

（おそらく± 20m）に及ぶ。そしてこれらの段
は緩くタンゲ・コーラの方に傾斜している。最
下段の段丘は合流点より下流まで広く分布して
いて、面の傾斜も上の段とは異なるようである。

 　一方、対岸の右岸には左岸の下から 3段に相
当する段丘しかない。集落に使われている最下
段の段丘は左岸の 1段目よりも低くて新しい。
2段目に相当する段丘小さいが、3段目に相当
する段丘（最上段）はかなり大きく、カリ・ガ
ンダキ方向へ傾斜している。3段目が接する山
腹斜面には 4段、5段に相当するような段丘の
跡は全くない。現地ではタンゲ・コーラ、ヤク・
コーラの周辺を含めてこのように数段にわたる
段丘を他に認めなかったが、後日、グーグル画
像で周辺を確認したところタンゲ・コーラ（左
岸）とカリ・ガンダキ（左岸）の合流点に大き
く 5段の段丘が認められた。5段の間にいくつ
もの小さな段丘崖があり、画像だけでは両者の
対比は困難である。

　一般に数段の段丘の形成は、土地の間歇的な隆
起、あるいは気候変化による河川の堆積・侵食力
の変化、さらに両者の組み合わせ、などによるも
のと解釈される。しかし、プユン・コーラとタン
ゲ・コーラで観察された段丘の特徴は局所的であ
り、解釈が難しい。

（5）バッドランド（badland）11）と土柱（earth	
pillar）
　ムスタンのトレッキング道中でスペクタクルな
景観の一つに数多くある土柱がある。このような
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土柱を含む周辺の地形は一般的にバッドランドと
呼ばれる。ここでは礫を主として砂 /シルト /粘
土が混ざっていてある程度固結した堆積物からな
る斜面が、強雨による侵食で縦に削られ、抵抗性
のある部分が柱（状）として林立している地形を
指す。明らかに岩からなる谷壁にも似たような形
態の地形が見られるが、ここでは取り上げない。
土柱の形態は、砂質が多く固結度が低いので安息
角にある斜面と、固結度が高く垂直に近い崖と
なっている斜面では異なる。前者は、柱状になっ
ていて本来の意味での土柱である。一般に、キャッ
プ・ロック（cap rock）と呼ばれる大きな礫が柱
の頂にあり、これが雨の侵食を防いで柱が形成さ
れるが（写真 5A）、ムスタンではキャップ・ロッ
クがないものが多い。また、ムスタンには垂直に
近い（段丘）崖がフルート状に侵食されていて、
正面からみるとあたかも柱が林立していてパイ
プ・オルガンのパイプのような印象を受けるとこ
ろが多数ある。背後は崖から切り離されていない
ので厳密には柱ではないが（写真 5B）、ここでは
含むことにする。
　その分布に、大きく分けて次の 3つの地形的位
置がある。（A）段丘崖、（B）谷壁斜面、（C）厚
い礫･砂等の堆積物からなる丘。Cの場合は、侵食・
開析の過程で固結度の高いところが尖塔となって
残っている。土柱が観察された場所をトレッキン
グの行程に従って以下に示す。加えて地形的位置
を A，B，C の記号で、斜面全体が垂直（V, 
vertical）か、あるいは安息角にある（R, reclined）
かも示す。
・ ティリガオンの対面：カリ・ガンダキ左岸（A、V）。
・ ディンクロ・コーラ渡河地点の上流：ディンク
ロ・コーラ右岸（B、R）。

・ タンベの近く：ディンクロ・コーラ左岸（固結
が緩い、A、R）。

・ チュサンの背後：カリ・ガンダキ左岸（B、R）。
・ チュサンの上流、チェレより少し下流：カリ・
ガンダキ左岸（A，V）

・ マランの下：チャラン・コーラ左岸（A、R）。
・ ディーの対面：カリ・ガンダキ左岸（A、V）。
・ スルカンの下流：カリ・ガンダキ左岸（A、R）。
・ ヤラへ行く途中：プユン・コーラ左岸（A、V）。
・ ルリ・グンバへ行く途中：プユン・コーラ右岸

（A、V）。

・ ルリ・グンバへ行く途中＆対面（写真 5A）：プ
ユン・コーラ左岸（A、R）。

・ デチャン ･コーラ渡河地点（ダイ・ホテル /レ
ストラン）周辺：デチャン ･コーラ両岸（A、V）。

・ タンゲの背後と対面：タンゲ・コーラ両岸（A、
V）。

・ テタンの少し上流：ナルシン ･コーラ右岸で支
流域を含む（B、V）。ここはまさにバッドラン
ドと呼ぶのに相応しい地形である。

・ テタン周辺（無名の小さな流れの谷壁）：ナル
シン ･コーラ左岸（B、V）。

・ テタンからギュ峠への登りのトレイル沿い（写
真 5B）：パイプ・オルガンのような形状。垂直
に 3層の異なる堆積物からなる；下部は粗い角
礫を含む黄色い堆積物；中部は細かい（多分砂
層）グレイの堆積物；最上部にグレイの礫層が
載る。（C、V）。

・ キンガールの対面：ジョン・コーラ右岸。今回
は直接観察しなかったが 2009年に観察（B、V）。
　このように段丘の縁で垂直な崖にバッドランド 
— 土柱（状）が多いということは、一般に堆積物
の固結が進んでいるがまだ軟らかいことを示す。

（6）麓屑斜面（colluvial	slope）
　ムスタンに広く分布し、特にカリ・ガンダキの
右岸で多く見られる地形の一つに麓屑斜面があ
る。観察された麓屑斜面は、多くの場合片側ある
いは両側を河川で限られていて、一見すると河岸
段丘のようである。なかには中央を河川が縦に開
析しているところもある。しかし、斜面は一般に
山腹斜面から数度の傾斜でもってカリ・ガンダキ
あるいは大きな支流に向かって傾いている。表面
は平らで一枚板を傾けたような印象である（写真
6）。堆積物は一般に淘汰が悪く、角礫、砂、シル
トなどが乱雑に堆積していることが多い。円礫や
粘土が混ざっていることもある。堆積物の厚さは、
厚い所では数十メートルあるいはそれ以上を超え
るようである。角礫のサイズは一部に 20 ～
30cm、あるいはそれ以上のものも見られるが、一
般に比較的小さく 10cm以下が多い。多くの場合、
固結がある程度進んでいて開析河川の谷壁は垂直
に近い。一部で堆積に水平層構造が見られた例も
ある。
　成因について以下のような仮説が考えられる。
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カリ・ガンダキの河床が高い時、山腹斜面で風化・
侵食・崩壊によって生産された細かい物質が布状
洪水や土壌葡行によって移動・堆積し、一枚板の
ような麓屑斜面が形成された。その後、カリ・ガ
ンダキの河床の低下に伴い山腹からカリ・ガンダ
キに流れ込む河川が麓屑斜面の一部を侵食・開析
して掘り込み、形態的に河岸段丘のように見える
ようになった。
　以下に観察した麓屑斜面とそれを開析している
河川名を、一部には特徴を記す。
・ カリ・ガンダキ左岸、タンベの手前、新しいリ
ンゴ園が載っている斜面：真ん中にシムコギウ・
コーラ（Simkoghiu Khola）が流れる。カリ・ガ
ンダキに面し垂直の崖で切られているので、一
見河岸段丘にも見えるが、堆積物は円礫ではな
く径 10cm程度の角礫が多い。

・ チェレの北側：南側に小河川（無名）。小規模
でチェレが載る段丘上に堆積した可能性があ
る。

・ ギャカールが載る斜面：北側にギャカール・コー
ラがある。厚さ数十メートル以上の淘汰の悪い
角礫混じりの堆積物。

・ サマールの北：中央にサマールキュン・コーラ
（Samarkyung Khola）。

・ シャンボチェが載る斜面：南側にヤムタ・コー
ラ（Yamta Khola）。

・ タマガオンが載る斜面：南側にタマ・コーラ
（Tama Khola）。厚さ 20m以上。

・ チュンガールが載る斜面：両側に河川（無名 , 
合流して下流でゲリングの北側を流れる河川と
なる）。斜面は河川が横に切っているが、面は
下流でゲリングにつながる。

・ ジャイテが載る斜面：両側に河川（無名）。
・ ジャイテが載る斜面の上流：両側に河川（無名）。
・ ギリングが載る斜面：両側に河川。北側は無名、
南側はタマ・コーラ。

・ ダクマールが載る斜面：両側に河川（無名）。
・ ダクマール赤壁の崖上：河川なし（中央に浅い

（1mぐらい）幅広の谷があり、下流で顕著な谷
となっている）。崖上は峠ではなく南に緩く傾
斜している円礫混じりの堆積物からなる麓屑斜
面の端である。斜面の東端は麓屑斜面より 20
～ 30m高く斜面とほぼ平行な傾きを持つ段丘
に限られている。段丘崖は上端・下端とも滑ら

かな斜面でたくさんの浅く幅広い谷（1本はや
や深い）が刻まれている。段丘上には角礫もあ
る。周りには河川は全くない。水がないのと標
高が高い（4000mを越える）ので耕地はない。
段丘はどのようにして形成されたのだろうか

（写真 6A）。
・ ガール・グンバ が載る斜面（写真 6B）：両側に
河川。北側はチャラン・コーラ、南側は無名。

・ ロー峠の南､ トゥルン・コーラの段丘が無くな
り開けるところ：両側に河川、北側は無名、南
側はトゥルン・コーラ。

・ ティンガール — プワが載る斜面（写真 6C）：
北側と中央に河川がある（無名）。

・ プタク（Putak）が載る斜面：ジョン・コーラ
右岸、カグベニの数キロ手前。縦断する 3本の
小河川によって複数の面に分断されている。

・ ジョン・コーラ右岸：カリ・ガンダキとの合流
点近く。北側に河川（無名）。

　以上のように歩いた範囲では、麓屑斜面はカリ・
ガンダキの右岸、すなわち西側の山の麓によく発
達していて、左岸は少ない。左岸には礫が厚く堆
積した河岸段丘、（円）礫の堆積物からなる丘が
広く分布している。右岸は背後に標高 5000 ～
6000m級の山が聳えているので侵食が活発だった
のだろう。一方、左岸は標高 3500 ～ 4200m程度
の全体として傾斜の緩い山と礫からなる丘が多
く、麓屑斜面の形成には有利ではなかった。

（7）地すべり /崩壊（landslide）
　地すべり /崩壊は中生層が広く分布しているカ
リ・ガンダキ左岸に見られる。なかには深層崩壊

（deep-seated landslide）と思われる山全体が動いて
いるような巨大な崩壊 /地すべり地形もある。
・ プユン ･コーラ右岸（地すべり、写真 7A）：ヤ
ラへ行く途中。

・ プユン ･コーラ左岸（地すべり）：ヤラの対面。
・ デチャン ･コーラ左岸（地すべり）：ダイ・ホ
テル /レストラン の南。

・ タンゲ・コーラ右岸（地すべり）：タンゲの東。
・ タンゲ・コーラ右岸（崖崩れ）：タンゲ周辺の崖。
固結度の弱い堆積物。

・ タンゲ ･コーラ左岸（地すべり）：パハへの登
り口（礫堆積部）。

・ ヤク ･コーラ両岸（地すべり）：タンゲ・コー
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ラとの合流点より上。亜円礫混じり堆積物。
・ シヤルコ ･タンク・ダンダ（地すべり）：カリ・
ガンダキ側斜面。

・ ナルシン ･コーラ右岸（地すべり）：テタンよ
り少し上流。

・ ナルシン ･コーラ左岸（地すべり、写真 7B）：
テタンの上流。開析されているが、山全体が動
いたように見える。深層崩壊か。

・ テタンのすぐ上（地すべり / 崩壊、写真 7C）：
礫岩のブロック。

・ テタンの下流（岩塊崩落）：水平堆積構造を持
つ岩。

・ ムクティナート（岩山からの巨大崩壊、写真
7D）：寺院の隣、ラニパウワの東。

・ ジョン・コーラ右岸（地すべり /崩壊）：プタ
クの西。

（8）氷河地形（glacial	landform）
　カリ・ガンダキ右岸の山々は標高 6000 ～
6400mぐらいあるので、氷河地形が多く観察され
ることを期待した。しかし、驚くほど氷河地形の
発達は悪かった。その大きな要因は降水量（降雪
量）が少ないことであろう。アンナプルナ、ダウ
ラギリ等の大ヒマラヤ山脈に遮られているのでモ
ンスーンによる降雪が少ない。それに加えて、最
終氷期には標高が低くて氷河地形が十分に発達す
るほど氷河が発達しなかった可能性がある。例え
ば、岩田（1988）は中国科学院の調査（中国科学
院西蔵高原総合科学考察隊、1981）による第四紀
後半のヒマラヤの上昇量年 5mmを紹介している。
仮にこの値を使うと 6000mの山の 2万年前（最
終氷期最拡大期）の標高は 5900mぐらいとなる。
現在の雪線高度は不明だが、4月で 6400m級の山
でも稜線にしか雪はなかった。最終氷期の気温低
下による雪線高度の低下を 500mぐらい（e.g., 
Aniya and Yokoyama, 1991））と仮定すると、右岸
の山々は最終氷期にも雪線高度に達していなかっ
たので、氷河の発達が地形的・気候的に積雪に有
利な所にしか発達しなかった、と考えられる。
　ロー・マンタンの西側、ティベットとの境にあ
る 6200 ～ 6300mの山々はほんの一部しか見るこ
とができなかったが、特に印象に残ったのは、
Himalayan Map House発行の地図 2）に示されてい
る氷河と実際の氷河の分布がかなり違うことであ

る。地図作成に使ったデータは記載がないので不
明だが、おそらく衛星画像だと推測するのでそれ
ほど古くはないだろう。情報源が明記されていな
い情報は要注意であることを物語る。
　霞んだ大気の中でかろうじて観察、写真が撮れ
たのはベネ ･コーラの源頭の谷である。6402mと
6253mの山に囲まれた谷で谷壁には岩壁と堆積物
との明確な境があり、下部のターミナル・モレイ
ンへ続いている（写真 8A）。さらにその下には岩
石氷河が存在している（後述）。谷には氷河が現
存している。因みに上記の地図には北隣りの（ヤ
ムタ・コーラの源頭）谷に氷河が示されているが、
現地観察では氷河はなく、岩石氷河らしき形態を
持つ堆積がある（後述）。
　テタンからムクティナートへ行く時に標高
4077mのギュ峠を越える。テタンからのトレイル
が峠に近づくと、砂を被る斜面や砂の小丘が出現
する。砂の小丘があるところは起伏が不規則に緩
くうねっているハンモック状の地形となっている

（写真 8B）。このようなところにあって、このよ
うな地形をつくっている砂は氷河のスラスト

（thrust）によって氷河底から氷河表面へ運ばれた
もので、氷河起原の物質である。実際、峠の西、
4288mの山には発達はよくないがサーク（圏谷）
があり、その底にはターミナル・モレインが認め
られる。さらに、このピークの反対側（西側）の
シムコギウ・コーラ（Simkoghiu Khola）の源頭部
にもハンモック状の氷河起原の砂質と思われる

（周りの露頭から）小丘群がある。

（9）周氷河地形（periglacial	landform）
　トレッキングのコースは 3500 ～ 4200mを歩く
ので周氷河地形 12）が見られることを予想したが、
意外にもほとんど見られなかった。この理由とし
て、水分が少なく凍結融解が頻繁に起きていない
からではないか、と考えられる。実際、凍結融解
によって破砕されたと思われる礫が見られたのは
ヤラからタンゲへ行く途中の標高 3700mぐらい
の尾根筋のみであった。観察された周氷河地形は
谷地坊主、インヴォリューション（involution）、
構造土（多角形土）、岩石氷河である。
谷地坊主：最初に確認された周氷河地形は「谷地
坊主」である。この用語は、元々北海道東部と北
部の低層湿原（泥炭地）に生育するカブスゲ群落
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の叢株隆起（地形学辞典、1981、p.610）を指し
たが、今回見た現象も形態が同じなのでこの用語
を使う。成因は冬期の土壌凍結・凍上と考えられ
ている。
　ガミからダクマール・コーラ沿いにダクマール
へ行く途中、標高 3530m付近で川沿いにある
50m四方ぐらいの草で青々とした所に見られた

（写真 9A）。踏み込んでみるとかなり乾燥はして
いるが湿地である。乾期の終わりに近い 4月でも
水があるということは雨期には完全に湿地となる
だろう。従って、冬期には凍結・凍上が起きる。
2カ所目はロー・マンタンからチョーセルへ行く
途中の車道が小さな流れを横切る所で、数カ所の
緑（草）のパッチの中に見られた。標高は 3800m
位である。地図に流れの名前はないが、チョーセ
ル・コーラの右岸で、ネニュル（Nenyul）の対岸
である。
インヴォリューション：インヴォリューションと
は、簡単に言うと「堆積物中の水分の凍結・融解
や氷の成長などによって細かい物質が動いてでき
る、褶曲や湾曲などを含む非常に不規則な模様構
造」である。ロー峠の北 200 ～ 300mの車道沿い
に基本的に水平構造を持つ厚い粘土層がある。そ
の露頭の一つに水平層に挟まれて厚さ 3mぐらい
のうねっている層がある（写真 9B）。これはイン
ヴォリューションの可能性が高い。写真を改めて
チェックしたところ、ロー峠の南側の厚い粘土層
にはもっと大規模な擾乱が確認できた。いずれも
標高 3850 ～ 3900m位のところである。
構造土：標高 3800m以上の礫が露出している段
丘面や傾斜の緩い面を歩いている時、構造土がな
いか注意を払ったが、テタンからムクティナート
へ行くトレイルにあるギュ峠（4077m）上のわず
かな平らな礫斜面で、10メートル四方ぐらいに発
達の悪い多角形土（Polygon）を認めただけであっ
た。他にはトレイル沿いでは認められなかった。
　標高が 4000mを越すシヤルコ ･ タンク・ダン
ダで、若干傾斜がある礫の斜面には一見して植生
階状土（vegetated steps）のような形態を持つ場所
が何カ所かあった。しかし、周囲には傾斜に直角
な無数の山羊の踏み跡があるので、判断が微妙で
あった。地面の乾燥具合から判断すると山羊の踏
み跡の可能性が高いのではないかと考える。
岩石氷河：カリ・ガンダキ右岸、ギリングの背後

にある 6000 ～ 6400m山の東側で岩石氷河らしき
ものを 4つの谷で認めた。ヤムタ･コーラとタマ・
コーラ（上部で 2つに分かれている）、ベネ・コー
ラの源頭である（写真 9C）。地図にはヤムタ･コー
ラの源頭には氷河が示されているが、写真に見る
とおり現実には全くない。ヤムタ･コーラとタマ・
コーラには一見するとターミナル・モレインのよ
うな堆積がある。しかし、モレインの特徴の一つ
である最下端の高まりがない、縦断面形態が岩石
氷河のそれに似ている、ことから氷河起原の岩石
氷河（氷河の上に厚く岩屑が堆積したもの）では
ないかと判断した。一方、ベネ・コーラの源頭に
は現存の氷河があり、過去の氷河拡大を示す明瞭
な岩壁と堆積物との境界線がある。その下に、岩
石氷河と解釈できる不規則に表面が凸凹した堆積
が認められる。
　他にはカグベニの西にあるルンブク・ダンダ

（Lumbuk Danda, 5717m）13）のサーク底である。シャ
ンボチェ峠から観察したのは降雪翌日で、新雪が
不規則な地形を際だたせていた。不規則に凸凹し
た表面形態から岩石氷河と判断したが、ハッン
モッキー・モレイン（hummocky moraine）の可能
性も否定できなかった。後日、グーグル画像で確
認したところ、平面形態は岩石氷河であることを
示している。

（10）泥で覆われた斜面（mud-coated	slope）
　カグベニから歩き始めてまもなく、堆積物に覆
われている滑らかな斜面と基盤岩が出ている険し
い斜面の対照が目についたが、その意味が判った
のはガミの北側にあるガミ・コーラ左岸、ダクマー
ル・コーラとの合流点にある丘の斜面を見た時で
ある（写真 10）。そこでは尾根筋と 30 ～ 40˚の傾
斜を持つ固結した礫混じりの堆積物からなる斜面
が細かい堆積物（後に泥と判明）にコーティング
されている。そして尾根の下部は侵食により削剥
されて基盤が露出している。これは明らかに現在
の地形（凹凸）が形成されてから細かい物質が表
面に堆積したことを示している。このような 不
規則な凹凸をもつ傾斜した斜面に一様に細かい物
質が堆積するのは一般に風によるものしかない。
　以下に、‘泥’コーティングに関して特に気がつ
いた場所についていくつか紹介する。
・ ロー峠手前の顕著に傾いている堆積岩の丘が
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白っぽい‘泥’に覆われていて､ 斜面のいたると
ころで泥垂れが観察された。

・ ウディ・ダンダ北部の岩石からなる傾斜が緩い
斜面も泥にコーティングされている。

・ プユン・コーラ右岸のカリ・ガンダキとの合流
点からヤラへ行く道筋は高さ数十メートル以上
のほぼ垂直の細かい堆積物からなる崖で、主に
泥からなる部分では雨による泥垂れ筋が多数で
きている。

・ デチャン ･コーラとカリ・ガンダキの合流点に
あるデチャン ･コーラ右岸の段丘（カリ・ガン
ダキによって形成）はごく緩くカリ・ガンダキ
側へ傾斜している平らな面であるが、50 ～
100cmの泥に覆われている。さらに左岸の
4015mの峠へ登るトレイルは地すべりでグチャ
グチャの地形となっているが、ここもやはり表
面は泥に覆われている。そして、この辺一帯は
周りの丘を含めて全ての斜面が泥に覆われてい
る。4015mの峠を越えた斜面（南側）も同様に
厚さ大体 20 ～ 30cm程度の泥に覆われている。

・ タンゲへ下る所にある段丘は礫が露出していて
‘泥’のコーティングはない。

・ タンゲの南、4285mのパハ（峠）から南のシヤ
ルコ・タンク・ダンダも、場所によっては小礫
を含んでいるが基本的に‘泥’に覆われている。
特に、テタンへの下り始めの付近は厚い泥に覆
われている。
　このような現地での観察の後、撮った写真で泥
のコーティングをチェックしたところ、カリ・ガ
ンダキのタマ・コーラ合流点より上流では、場所
によってはその後の削剥で剥がされ岩壁や礫など
が露出している所もあるが、両岸の山、丘、段丘
の斜面は基本的に‘泥’に覆われている。
　これだけ広範囲に‘泥’が堆積したメカニズムは
なんであろうか。第一に頭に浮かぶのが、中国の
黄土と同じではないか、ということであろう。黄
土はヨーロッパの氷河堆積物が偏西風に運ばれて
堆積したものである。ムスタンでも同様に堆積し
た可能性が考えられないだろうか。

（11）特異な地形（unique	topography）
円礫から成る丘（hill	composed	of	round	gravel）
　円礫は山岳域では通常、谷あるいはその周辺に
分布する。今回、広く分布している円礫がいくつ

かの場所で丘を形成しているのが観察された。
・ ジャイテが載る麓屑斜面からニー峠（Nyi, 

4020m）へジグザグを切って登る車道とトレイ
ル沿いには径 20 ～ 30cmぐらいを含む花崗岩
の円礫が露出している。マトリックスは砂・シ
ルトである。表面は‘泥’で覆われており、遠望
すると滑らかな斜面から成る細長い丘（尾根）
となっている（写真 11）。ニー峠には円礫を積
み上げた大きなケルンがある。

・ ニー峠周辺の丘も峠の北側も同じように‘泥’に
覆われた滑らかな斜面で、その下には花崗岩の
円礫が厚く堆積している。このような斜面が
延々と続きガミ峠（3756m）も花崗岩の円礫で
ある。2つの峠の比高からその厚さは 200 ～
300m近いのではないかと推測される。花崗岩
円礫の堆積はガミ（3520m）まで続く。この辺
一帯の地質は中世層で花崗岩の露頭は見えな
い。地質図 6）を見ると、花崗岩はナトカン・コー
ラ（Natkang Khola, ガミの上流）を帯状に横切
るように延び、ロー・マンタンの西側、マンサ
イル（Mansail, 6235m）周辺では塊となって分
布する。ナトカン・コーラはガミ・コーラと合
流してガミの北側を流れているので花崗岩の供
給先はナトカン・コーラと推測される。

・ 同じように円礫でできた長い丘がツァランの南
側に位置している。高さは40mぐらいだろうか。
同じような高さで数百メートル続いている。
ツァランはチャラン・コーラの右岸の段丘上に
発達している集落である。丘の礫は直接見てい
ないが、恐らくこの段丘を形成している礫（花
崗岩、円礫）と同じではないかと推測される。
ツァランを流れるチャラン・コーラの源流域は
花崗岩地域である。チャラン・コーラの現河床
には径 30cmを超すような花崗岩円礫がたくさ
ん見られる。

二重山稜（double	ridge）
　二重山稜を 1カ所、シヤルコ ･タンク ･ダンダ
の標高約 4000m、テタンへの降り口に近いところ
で認めた。凹地は長さ 300 ～ 400m、幅 100m以
下で、起伏は 30mぐらいである。観察では堆積
岩が層の傾きに沿ってずり落ちたような印象を受
けたが、現場で確認はしていない。ここ以外で二
重山稜は見なかったが、ダンダ沿いのトレイルは
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ほとんどがカリ・ガンダキ側の斜面をトラバース
していることによるのかもしれない。

おわりに
　地球上で最も激しい造山帯の一つであるヒマラ
ヤ山脈のすぐ北に位置し、カリ・ガンダキに沿っ
てティベットとネパールを結ぶ回廊のようなムス
タンは独特のティベット文化を継承しているのに
加えて、ネパールでは珍しい大規模な乾燥地形が
広く分布する地域である。
　このような地域で 4月にカリ・ガンダキ周回の
トレッキングを行い、その際に観察したムスタン
の自然と生活について地形を軸に 11の項目に分
けて記載し、一部の項目については若干の解釈・
考察を加えた。
　地形全般に関して言えることは、やはり圧倒的
なスケールであろう。4千メートルの尾根筋から
北を望むと遮るもの一つなく延々とティベット高
原まで見渡せる。南を見ればアンナプルナ I峰、
ダウラギリの 8千メートル峰に加えて 6千～ 7千
メートル級の氷河を戴いた白い峰々が壁のように
聳えている。どれ一つとっても日本のスケールと
は違う。
　その中でも特に印象に残ったのは、大規模にそ
こここに発達している麓屑斜面である。このよう
な地形は現地調査一つするにもアクセス、時間的、
体力的に実に大変である。このような大地がどの
ようにして形成されていったのか、その全体像が
解明されるのにはまだまだ相当な時間がかかるだ
ろうが、部分部分を考え解釈をめぐらせるだけで
も雄大で楽しい。
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注
1） 同行者 AACK会員遠藤州氏の好意による。
2） Upper & Lower Mustang (2014): Trekking Map 

500 series (NA518), 1:90,000. Himalayan Map 
House, Pvt. Ltd., Kathmandu, Nepal.

3） 例えば下記の引用文献、Peissel, M. (1968), 
Shrestha, D. and Whittaker, M. (2012), Beck, M. 
(2014) 参照。

4） National Trust for Nature Conservation & 
Annapurna Conservation Area Project (2011): 
Upper Mustang: An Introduction for Responsible 
Trekking. Hariyo Kharka, Pokhara, Nepal.

5） Khampaの paは住人という意味なので、カム
パは「カム（地域）に住む人」という意味。
カムは大体東ティベットから中国の四川省に
かけての地域で、一部、青海省と雲南省にも
かかる。

6） 麓屑斜面は英語の colluvial slopeの訳語で、
地形学辞典（1981, p.653）には「斜面下部あ
るいは基部に位置し、角礫を含む不均一で淘
汰の悪い物質からなる比較的緩傾斜の堆積斜
面」とある。

7） Geological Map of Nepal (date unknown): 
Geological Map 700 series, 1:1,000,000. 
Himalayan Map House, Pvt. Ltd., Kathmandu, 
Nepal. (Purchased in April 2016)

8） コルビウムとも書かれる。「流水や風ではな
く主として重力の作用で堆積した物質あるい
はそれがつくる地形を意味するが、下記のよ
うにいくとおりかの使い方がみられる。（1）
土壌葡行・雨洗・山くずれ・地すべりさらに
は土石流などにより斜面脚部に堆積した物
質。崩積堆積物。一般に乱雑な層相を示す」（地
形学事典、1981, p.203、一部改）。

9） 文中にガイドの情報として記載している事項
は、必ずしも資料でチェックしてはいない。

10） 河川の流路が決定された後に隆起して生じた
山地を横切って流れる河川が形成した谷（地
形学辞典、1981, p.319）。

11） 「アメリカ西部の開拓者が、通行するのに困
難なきり立った山背をもつような土地に対し
て用いた言葉。悪地地形ともいう」（地形学
事典、1981, p.494）。

12） 安仁屋政武（2008）：西部崑崙山脈の地形と
氷河。ヒマラヤ学誌，9: 192-208. を参照。

13） Upper and Lower Dolpa (date unknown): Latest 
Trekking Map 1:125,000. Nepal Map Publisher 
Pvt. Ltd., Kathmandu, Nepal (purchased in April 
2016) による。注 2）の地図ではタシカン

（Tashikang, 6385m）となっているが、これは
さらに西の山である。
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Summary

Mustang Trekking and Landforms, Nepal

Masamu Aniya

Professor Emeritus, University of Tsukuba

    I trekked in Mustang, Nepal in April 2016, with three other companions. Mustang is located north of 

Pokhara, the second largest city in Nepal, and its northern limit is bordering with Tibet. Because it is 

located on the north side of the Great Himalayan Range that blocks the Indian monsoon, climate is very 

dry, resulting in scanty, mostly shrubby/grassy vegetation. The trek route was around Kali Gandaki, the 

principal stream that drains most of Mustang. We started trekking from Kagbeni (elev. 2810 m), walking 

on the right bank to Lo Manthang (elev. 3810 m), the old capital of Mustang Kingdom, and visited 

Chhoser (elev. ~4000 m), one of the northernmost villages of Mustang. On the way back, we walked on 

the left bank, on ridges and passes higher than 4000 m to Muktinath, one of the holy sites of the Hindu, 

before arriving back to Kagbeni. While trekking I observed many interesting landforms and topography. I 

described and partly analyzed them under the following eleven headings: (1) topographic site of village; (2) 

cave; (3) abandoned field; (4) river terrace; (5) badland and earth pillar; (6) colluvial slope; (7) landslide; (8) 

glacial landform; (9) periglacial landform; (10) mud-coated slope; and (11) unique topography.
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図 1	 ムスタンの位置と概略（Base	Map:	Shrestha,	D.	and	Whittaker,	M.	（2012）より許可を得て使用。これに
加筆し挿入図を加えた）。写真（1を除く）の位置を矢印で示す（必ずしも見ている方向ではない）。
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写真 1	 モンスーンのバリアーとなる大ヒマラヤ山脈を北から望む（2016.4.8）。ダクマールの崖上（～4070m）か
ら撮影。Y（Yakwakang,	6482m）：A（Annapurna	I,	8091m）：T（Tilicho	Peak,	7134m）：N（Nilgiri	North,	
7061m,	雲がかかっている）。Yの右鞍部がアンナプルナ・サーキットのトロン峠（Thorung	La,	5416m）。

図 2	 ムスタン・トレッキング・ルート（グーグル画像にGPS	トラックを載せた）。赤丸は宿泊地、青丸は訪問
地を示す。
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写真 3	 耕作放棄地。（A）ガミ・コーラ左岸の段丘上の景観（2016.4.7）。右岸（手前）は水を入れて耕作の準備
が整った農地。（B）ヤラ付近、プユン・コーラ右岸の地すべりブロック上の段々に切った跡（2016.4.13）。

写真 4	 河岸段丘。（A）プユン・コーラの左岸、ヤラの対面に見られる段丘（2016.4.12）。段丘が発達している
全域が地すべり地である。面積が大きくて離れていても高度の対比ができそうな段があり、その間に細
かな狭い段がたくさんある。一部は段々畑の跡の可能性がある。（B）タンゲ・コーラとヤク・コーラ（上
から合流）の合流点に発達している段丘（2016.4.14）。段丘の表面は‘泥’で覆われている。

写真 2	 洞窟。（A）チェレ手前でカリ・ガンダキを渡るところの洞窟（2016.4.5）。かなり固結している礫岩の層
に挟まれた弱層に沿って一列に掘られている。手前はずり落ちた岩塊。（B）トゥルン・コーラ上流左岸、
谷が開ける所にある洞窟（2016.4.9）。大きく 3層ある。アドベ・レンガによる中の仕切りが見える。（C）
ナルシン ･コーラ右岸、テタン北側の岩壁にある一連の洞窟（2016.4.16）。高度計の値から推測すると現
河床から 250mぐらいの所。ガイドによると約 1万年前。単純計算では年 2.5mmの河床低下となる。
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写真 5	 土柱。（A）プユン ･コーラ左岸、ルリ・グンバ対岸の土柱（2016.4.13）。一つだけキャップ・ロックを持
つ土柱がある。キャップ・ロックのない土柱と形が全く違う。（B）垂直の崖に発達した土柱状の地形
（2016.4.16）。手前右には低いが土柱がいくつか見られる。テタンからギュ峠への登り口。この崖の裏は後
ろに続く段丘との間が凹地となっている。その成因は不明であるが、巨大な地塊が滑り落ちた可能性がある。

写真 6	 麓屑斜面。（A）ダクマール崖上の麓屑斜面とそれに平行な段丘（2016.4.8）。（B）ガール・グンバが載る麓
屑斜面（2016.4.8）。下部はツァランが載るチャラン・コーラの河岸段丘に続いている。（C）ロー峠から見
たロー・マンタン（2016.4.9）。左上がティンガールとプワが載っている麓屑斜面。ロー・マンタンは河岸
段丘上に位置している。氷河を戴いている山は6000～ 6300m位。スカイラインの向こうはティベット。
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写真 7	 地すべり /崩壊。（A）軟らかくて細かい堆積物からなる斜面の地すべり /	崩壊（2016.4.12）。ずたずた
のブロックになっている。左上はヤラの白い建物。右上は写真 4Aの段丘。（B）シヤルコ・タンク・ダン
ダから見た深層崩壊の塊と斜面（2016.4.15）。ナリ・コーラとナルシン ･コーラの合流点にある。山全体
が動いたとの印象を受ける。（C）テタン集落とその上の崩壊（2016.4.15）。集落全体が地すべり /	崩壊
のデブリの上に位置している。手前はナルシン ･コーラ。（D）ムクティナートの巨大崩壊（2016.4.16）。
比高千メートル以上 ?白い壁はムクティナート寺院。

写真 8	 氷河地形。（A）ベネ・コーラ源頭の氷食谷（2016.4.15）。山は 6400mぐらい。（B）ギュ峠（4077m,	ス
カイラインの鞍部）北側の砂の小丘からなるハンモック状の地形（2016.4.16）。右側斜面は砂に覆われて
いる。砂は氷河よって氷河底から氷河表面に運ばれ堆積した。その後、下の氷河が融け厚く堆積したと
ころが丘となっている。
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写真 9	 周氷河地形。（A）ダクマールへ行く途中の谷地坊主（2016.4.7）。ザック、杖がスケール。（B）水平層に
挟まれたくねくねと曲がっている粘土層—インヴォリューション？ロー峠（3950m）のすぐ北（2016.4.9）。
（C）岩石氷河群（2016.4.15）。岩石氷河ロウブの下端を線で示す。

写真 10	泥コーティング。ガミ北側、ガミ・コーラ左
岸に見られる丘（2016.4.7）。尾根と斜面の一
部にパッチ状に分布している濃茶色の物質は
いわゆる‘泥’である。斜面の下部やガリー
侵食の斜面には無いことから、これらの場所
からは侵食によって除去されたことが分かる。
風成堆積物である。

写真 11	円礫尾根。ニー峠へ登る車道とトレイル
（2016.4.7）。ニー峠のある丘（尾根）は花崗
岩の円礫から成っている。手前はジャイテが
載る麓屑斜面。




