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雷龍の国ブータン
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絶壁の上に不安定に存在する神聖な僧院、高い尾
根にはためく祈りの旗、日夜を通して詠唱する赤
い衣に身を包んだ僧侶、これらはこの王国にまる
で時空を越えたオーラを与える。

ブータンの人々は、豊かな文化をこの伝統や遺産
から描き続け、それを独自のアイデンティティ
ーに欠かすことのできないものとしている。彼等
は、人間は過去と繋がっていることによっての
み、生き抜き、真に生きられると考えている。グ
ローバライゼーションの荒波は、人間社会に時代
を通してあり続ける価値とのバランスが保たれて
いる。

ブータンの人々の人生の主たる目標が幸福である
ことは、驚くことではない。ブータン政府が全
国民に命じていることでさえ、全国民の幸福であ
る。訳して言えば、これは経済の発展―大部分の
人類のゴール－は、真のゴールである幸福の一つ
の手段でしかない。

ブータン王国は、今日、最後の人類未踏の旅先か
もしれない。これはブータンの人々が、いかに
それを守っているかということを意味している。
それゆえ、ブータン政府のツーリズム政策は入念
にコントロールされており、このように言ってい
る：とるのは写真のみ、足跡以外は残してはいけ
ない。

最も経験豊富な旅行者でさえも、訪れるのを
栄誉と感じる場所が地球上にある。そし

て、そこは世界でもトップの旅行目的と挙げられ
るが、訪問を実現できる人はわずかしかいない。
それは現地語で“デュク・ユル(Druk Yul)”、つま
りブータン、雷龍の国である。
 
夢よりも幸福な場所。

現在、これ以上興味深い旅はないだろう。壮大な
ヒマラヤ山脈の高地に位置するブータン王国は、
グローバライゼーションから一線を画し、秘境と
し、幸運なほんの少数の人々のみがアクセスを許
されている。 

ブータンの特徴は手付かずの自然そのままの美し
さにある。生い茂った葉がドラマティックに変化
し、海抜の低い場所の熱帯雨林は肥沃な温帯地域
に、そしてさらに北に上ると氷河となる。この自
然そのままの環境は、エキゾティックな野生生物
の生息地であるとともに、オグロヅル、ブルー・
シープ、ゴールデン・ラングール、ベンガルタイ
ガーなどの絶滅寸前種の避難地ともなっている。

神の住処？ 

ブータンは、ヴァジャラヤナ仏教の最後の信者
で、その霊的な儀式は仏教界でもっとも経験と知
識に富んだ教えの1つとして知られている。断崖

人口: 
672,425 
 
国土面積: 
38,394 sq.km.  
 
言語: 
Dzongkha ゾンカー語（公用語） 
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宗教:  
大乗仏教（ヴァジャラヤナ仏教） 
 
時間: 
GMT+6時間 
 
通貨: 
ニュルトラム  
（インドルピーと等価）

ブータンについて 

左：冬の Trashichho Dzong（王城） 







ブータンの今



パロの Tamchhog Lhakhang 



ブータンは、険しい山岳地帯にまばらに点在
する封建的共同社会から発展し、聖職者や政
府によって行政統治され進歩的な農業社会に
、比較的短い時間で発展してきた。雷龍の国
は新しい世紀に入り、モダンな官僚制度でグ
ローバライゼーションの圧倒的な力に対抗し
ようとしている。 

最初の2人の王、Ugyen Wangchuck (ウゲン・
ワンチュク)とJigme Wangchuck (ジグミ・ワン
チュク)は、伝統的な階級性文化統治により、国民
を完全な君主制の下に統治した。王は人民および
王との関係を発展させてきた地方の大きな社会共
同体を宮中から直接支配し、その人民を守る義務
を持ち、人民は崇敬の念を持って王に服従した。

このころのブータンは、中国とインドの間に位置し、
小国に対する脅威を感じ、鎖国する道を選んだ。
 

過去 
1950年代に、3代目王が近代化の概念を導入し、
1961年に計画的な近代化の正式なプロセスを開
始しました。インドが主なサポーターとなり、
1972年に国連に加盟し、ブータンは徐々に世界
に向けて開国し、21カ国と国交が樹立した。

4代目ブータン国王、Jigme Singye Wangchuck 
(ジグメ・センゲ・ワンチュク)は、1972年に王
位を継承し、発展のプロセスを加速させた。道
路、橋、学校、病院、電話設備、エネルギーの基
盤を作り、驚くべき業績を遂げた。伝統的な農業
のライフスタイルは未だ促進されつつも、今日の
近代化はまた、より多くのブータンの人々が都市
や町で暮らしていることを意味している。 

 

雷龍の国は今、伝統的な君主制から民主的な立憲
君主制へ劇的な変貌を遂げる、歴史的な変革の出

発点にある。新しいポリシーや近代的な法律に基
づく国民の統治と、社会は再構築が行われている
ところである。
 

しかしながら、この進化の過程を通して、ブータ
ンは、自らの価値観により進むという決意によっ
て、この急速に変化する世界の中でユニークな国
家として存在している。

“ブータンは、自らの価値観により進むという決意よ
って、この急速に変化する世界の中でユニークな国家
として存在している” 
 

Jigme Singye Wangchuck 国王陛下は常にブータンの人
々の声に耳を傾けることを第一としている。 
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歴史の新しいページの幕を開けるのはやさしいこ

とではないと、ブータンは考えている。それが以

前にも増して、人々の日々の生活に影響を与える

手付かずの自然、豊かな文化、神聖なる遺産を維持

する必要性を王国に強調させているところである。

そこが、ブータンが今日他の世界と異なるところ

である。雪を頂いた壮麗な山々は未だ登頂されて

いない。それは、人々が神々の住居だと信じてい

るからである。覆う森林は豊富である。それは、

人々が植物や動物を重要な生命態形だと考えてい

るからである。人々は、ユニークなアイデンティ

ティーが己の強みだと捉えている。

国からはっきりと示された“密度の濃い”ツーリズ

ム政策のように、近代化は物質的発展の流れを避

けるよう、入念に計画されコントロールされてい

る。注意深く優先順位がつけられておるため、伝

統と近代化のバランスが保たれている。

これらすべては、Jigme Singye Wangchuck  

王のすばらしい発展哲学の中で進められており、

全国民の幸福として知られている。仏教の教えか

ら描かれた、全国民の幸福は、物質的豊かさを捜

し求めるなかで魂を失ってしまったといわれる人

々の住む今の世界にとって意味の深いメッセージ

である。

変化の翼に乗って 

ブータンはユニークな時の中にあるユニークな国

である。数世紀に渡り、独特なアイデンティティ

ーを有し、王国は過去を描くことにより未来と向

き合おうとしている。

変化－今日のグローバライゼーションの荒波を表

す－は、大きな世界の中の小国には脅威である。

また、変化を受け入れることは避けられず、ブー

タンは世界が失ってしまった古の価値観にすがり

つくことによって生き抜こうとしている。テレビ

とインターネットは1999年に初めて導入され、

2005年にブータンを訪れた旅行者は13,626人と

記録されている。

 

“全国民の幸せは、物質的豊かさを捜し求めるなかで
魂を失ってしまったといわれる人々の住む今の世界にと
って意味の深いメッセージである”  

若い世代に受け継がれる、ブータンの貴重な文化

ブータンは2008年に、きわめて重大なステッ
プを踏んだ。100年の絶対的君主制から立憲君
主制への移行にむけ、672,425人の国民によっ
て新たな議員が３月に決められた。そして７月
、国王と選ばれた議員によってブータン王国憲
法が制定された。

国王ジグミ・ケセル・ウォンチュクは、長年
にわたり王家に預けられた権力を今国民に戻
すと表明した。

2006年12月、現国王は、彼の父である4代目
国王、ジグミ・シンゲ・ウォンチュクからの
委任を受けた。５代国王のコロネーションは
、2008年11月に宗教の色濃いセレモニーから
始まり、その後全国的にイベントが展開され
、国民が100年のウォンチュク王室による驚く
べきブータンの成長を祝った。



霊的な人々が住む神聖な国では、仏教とヒンズー教とも信じられているが、大部分の人々が仏教徒である。

王国には1万を越えるstupa(仏塔の一種)もしくはchortenと呼ばれる仏塔と2千を越える僧院があり、それらの大部分が仏教の教え
を伝えるために数世紀前に建てられた。そのいくつかは、Taktshang(－Tiger’s Nest“虎の住処”は、垂直に切り立った崖の上に、
あたかも人々の深い忠愛の基となっている)のように国宝となっているものもある。
 

このような神聖な高所に建てられた隠者の住処を目にするのは非常な驚きである。これ
らの多くが、伝統的建築で作られており、深い自然の中に瞑想修行者のシェルタ
ーを備えている。

ブータンで、魂の探求者はいくつもの霊的場所に出会うだろう。その
いくつかは、徒歩数時間で簡単にたどり着け、その他は多少のトレ
ッキングや登山が必要となるが、ブータンのランドマークとされ
ている数々の僧院に辿りつき、世界の頂点で沈思黙考する時間
を持てることは格別である。
 

Tsechus(地方のコミュニティーの祭り)と様々なstupas、 
mani wall （壁画） は、 世界のめくるめく変化にも関わら
ず、精神的であることが未だブータンでの生活様式だという
ことを常に思い出させる。

ピリチュアル　ジャーニー ス 



ブータンは、世界で最も人口密度の低い国の一つで、79パーセントの人々が
地方に暮らしている。
 

人々の自然で、自信に満ち、やさしい国民性は、王国の独立の歴史にある。ブ
ータンの人々は、ユーモアのセンスがあり、異なる文化を広く受け入れている。
 

国の西部の人々は、“Ngalops”(ガロップ族)と呼ばれ、9世紀にブータンに移
民して来たチベット人の子孫である。東部にいるScharchops(シャーチョッ
プ族)は、国の原住民であると信じられている。南部では、Lhotsampas(ネパ
ール族)がおり、19世紀にブータンに定住したネパールからの移民の子孫である。
 

ブータンの人々は、強い独立心と人生観を持っている。植民地化されたことが
一度もなく、ブータン社会はお互いにほとんど交流のない、孤立して点在する
コミュニティーという特徴があった。最初の自動車が走行可能な道が 1961 
年につくられ、ブータンの南部とインドが繋がり、ついには国を横断する国道
へと発展した。

それゆえ、ブータンのコミュニティーは、強い独立心を保っている。
Bumthang の “Bumthaps”、 Trongsa の “Mandheps”、Zhemgang の中
心地域に Khengpas、北西部の“Layaps”、東部の村 Merak や Saktengの 
“Brokpas”、南部Samtse県の西部地区の”Ｄoyas” もしくは “Lhops”、南部
の“Lepchas”などがいる。

 
 
Dzongkhaが公用語である一方、英語も広く使われている。ブータンには、
19の言語が登録されている。この言語と文化の多様性は、文化の豊かさと小
さな国の遺産である。
 

ブータンの人々は、たとえ地方の生活がどんなに質素だとしても、訪れてくる
人々を笑顔で迎える。礼儀正しいマナーですべての訪問者をゲストとしてもて
なす。ブータンのホスピタリティーは人々が訪問者を大切なゲストとして歓迎
する地方の村でより発揮されている。 

人々 



Laya と Lingshi の間を通る Sinchey 小道  

ブータン色のタペストリー



ブータン色のタペストリー



地球のそのままの自然の美しさがブータンの環境の特徴で、訪問者の心
をその美しさで魅了している。熱帯の平原からアルペンの高原まで、

ブータンの環境は文化と同様に多種多彩である。雷龍の国は今日、世界の十
指に入るホットスポットで、豊富な生命の多様性を誇っている。
 
 

国は、高種族密度(単位エリア内の生物の種類に
富んでいる)の世界のトップ10にランクされてお
り、国土の広い部分を保護地区にし、26.23％の
土地を国立公園に指定している。35%を越える国
土を保護管理下におき保護している。

そこには5,500種以上の維管束植物と、770種
以上の鳥類と、165種以上の哺乳類が生息してい
る。それらの多くがブータンに特有のものである。

国の広い森林に覆われた道々は、多くの動植物の
シェルターとなっており、近年では、多くの動物
がブータンを住処として選んでいる証拠が見られ
始めている。ベンガルタイガーは、一般的に熱帯
や亜熱帯地域に生息すると知られているが、ブー
タンの4,000メートルを越える豊かな森林で繁殖
していることが発見されている。

ブータンの国立保護計画には、国際的絶滅危機種
である24種を含む178種が登録されている。ブー
タンの国獣であるターキンは、ユニークな動物の
一つで、国のシンボルとなっている。豊富な自然
の中で、ブータンはまた、象、虎、南部のサイ、
ユキヒョウ、クマそして北部のレッド・パンダの
生息地となっている。

ブータンはまた、バードウォッチングのパラダイ
スとして評判が高い。冬に見られる絶滅種のオグ
ロヅルなど、675種の鳥類を誇っている。

国の植物区系は、7,000種以上の植物、300種以
上の薬草、50種以上のシャクナゲ、600種以上の
蘭からなり、植物学者を魅了している。それらは
共通して、2,100mまたある植物は3,700mで生
育している。

“青ケシ”は、ブータンの国花で、それは国と同
様、稀少で特別な混成からなっている。エーデル
ワイスやツキミソウ、アネモネ、アツモリソウな
どの花々は、5月後半から7月にかけて花開き、ト
レッカーの目を楽しませている。

ターキン

左下： ゴールデン・ラングール

右下： 花を咲かせるシャクナゲ



環境と自然 



祈りの旗の向こうに見えるチョモラリ山

トレッキングとアドベンチャー 
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ブータンでのトレッキングは、アジアの他の地域の込み合ったトレッキ
ングと異なりユニークである。トレッキングコースは、シンプルなも

ので3日間のものから、Thimphu県から Paro(その逆コースもあり)を25日
間でトレッキングするスノーマンズ・トレッキングコースなど色々ある。こ
のスノーマン・トレッキングコースはベテランのトレッキング経験者を他で
は見られない場所へ導く。また、このコースは4,500メートルを越える12の
山を越えることから、世界で最もハードなトレッキングだとされている。
 
 

ほとんどすべてのトレッキングコースで、自然の
魅力を発見し国のユニークな日常の生活を見るこ
とができる。多くのコースが参加者を人里離れた
遠隔地の古代の僧院を見せ、深い森を過ぎ、村へ
近づいて行く。草地や家畜の牧草地、野生の花々
の草原、蝶、放牧地を通過する。トレッカーは、
ブルー・シープ、ターキン、野生のキジなどの鳥
類に出会う。ブータンのトレッキングは、畏敬と
驚嘆の念を覚えさせるヒマラヤの頂の荘厳な景色
でも知られている。

そのひとつの、チョモラリ・トレッキングでは、
トレッカーはチョモラリ山 (Mt. Jhomolhari) の
ベースキャンプへと行く。それは、ブータンと中
国のチベット自治区の国境にある、ブータンでも
っとも深い崇敬を与えられている頂である。トレ
ッカーは、高所の壮大さに違う時を刻んでいる
感覚に陥る。ブムタン・トレッキングは文化的 
なトレッキングで、参加者を村や谷の遺跡へ案内
する。

春は植物を楽しめる。シャクナゲや野生のア
ザレア、エーデルワイスなどの野生の花々の
群 生 が 草 原 を カ ー ペ ッ ト の
ように包み込む。ナシやりんごの花が咲き、
谷に可憐な色を添える。そのピンクや白の花
々は、植物の新しい息吹への不思議を感じさ
せる。秋には、澄み渡る青空の下、稲が黄金
に実る。コスモスの軽やかなピンクや白が村
々を水玉模様に染める。 

夏は豊かなときで、花々が咲き、谷は緑に覆
われる。しだれ柳が川岸で緩やかに揺れ、松
かさが太陽の陽射しの中、金色にきらめき、
一杯の松脂が大地に落ちようとしている。 

秋、広大な景色は黄金色に輝き、旅行者が多
く訪れるときでもある。

冬、日中は陽射しに満たされるが、夕には冷
え込む。冬の景色は、山と大きなカーブを描
く谷のそのままの荘厳さを見せる。柔らかな
雲が山頂に優美に垂れかかり、あたかも新し
い生命の息吹を待ちわびているようである。 
 
 

季節 

トレッカーのキャンプサイト
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雷龍の国には、古代の仏教文化を表現した、豊かで幸福な祭りがある。これらの祭
りはすべての県で行われ、 Guru Rinpoche ―8世紀にブータンに仏教を伝道し
た聖人―を讃える。ツェチゥ(Tsechus)はブータンの暦の中で吉兆の日や月に行
われ、最後の4日間は、様式化されたお面をつけての踊りの儀式が行われる。

伝統的な祭り
祭りはまた、家族や社会にとって大きなイベント
でもある。人々は、晴れやかな衣装に、サンゴや
ターコイズの最もきらびやかな宝石を身にまと
う。彼等は、大抵 dzongs (王城)や僧院で行われ
るこの祭りに、竹でできた伝統的バスケットにお
弁当を詰めて集まり、一日中祭りを楽しむ。

この祭りの裏側では、祭りに先駆けて僧が深い
祈りを捧げたり瞑想をして準備を行う。僧は、
歴史の中で培われてきた特別な仮面の踊りを披露
する。ブータンの人々は、この踊りを見るのが、
悟りを得るのに欠かせないものだと信じている。
すべてのブータンの人々は、少なくとも一生に一
度はこの祭りに参加しようとし、多くの者にとっ
て、それは踊りを見る恩恵に授かれる、1年の中
で重要な行事だと考えている。僧侶以外に、コミ
ュニティーの踊り手がその地方の祭りに参加した
りもする。

ツェチュは、ブータンの価値感、神話、信念を、
踊りを通して人から人へ伝えていくための豊かな
伝統である。多くのツェチュは、稀に展示される
Guru Padmasambava やその他重要な仏教の神
々を描く巨大なシルクでつくられたアップリケの
thangkha (絵)の登場で、最高潮に達する。

人々の深い忠愛と献身が、これらの祭りを特別な
儀式にする。同時に、祭りは何百、何千ものブー
タンの人々が一つの大切な宗教的、社会的儀式に
参加する機会でもある。 

パロのツェチュ (Paro Tsechu) は通常春にパロ県
で行われる、有名なツェチュである。

最も大きな祭りの一つである首都ティムプーのツ
ェチュ (Thimphu Tsechu) は、何千もの人々が
4日間の踊りや祈りに参加する。しかし、もっと
ツェチュの本質を経験したい旅行者には、小さ
な県のツェチュがある。そこなら、それほど混雑
することもなく、地方のリラックスした雰囲気の
中、楽しむことができる。ブータンの精神に触れ
るには、小さな村の祭りが一番である。
 

時計回りで左上から：Pholey Mole～Bumthang の僧院にて、バター

彫刻～ Punakha Dzong (王城)にて、ツェチュのハイライト:ブラック

･ハット･ダンス、俗人の僧侶～ Bumthang  の Urbey Tshechu にて



ブラック・ハット・ダンス



 

Jichu Drake 山近くの満月

ブータンの地域





Paro Dzong(パロ王城)
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Thimphuの国立メモリアルChortenである 
 
Wangduephodrang(ワンデュ・ポダン)：
海抜1,350m
Punakhaの南はWangduephodrang盆地で、国
道がブータンの中心部に向かっている。古い町
で、狭い道に並ぶ1階建ての店は、まもなく水田
の段々畑をもった新しい町に生まれ変わる。
 
Wangduephodrang Dzong(王城)は国を東と南
に分ける険しい尾根の上に、国道を見下ろすよう
に堂々と建てられている。

道が中央ブータンのTrongsaに向かうにつれ
て、Pelela峠の下の小道を行くと、神秘的な谷
Phobjikhaにたどり着く。ここはオジロヅルの里
で、数世紀に渡って冬をPhobjikhaで過ごして
いる。この鳥は、10月11月にチベットから飛来
し、春を前に飛び去って行く。
 
このほかのPhobjikhaの重要なランドマークに
は、17世紀に建てられたGangtey Gompa僧院が
ある。
 

西ブータン 
Thimphu（ティンプー）：海抜2,320m 
ブータンの首都で、およそ100,000の人々が住ん
でいる。Thimpuは、1961年にブータンの首都
になりブータン最大の都市である。Paroの飛行
場からは、約1時間半かかる。盆地に近づくにつ
れ、ブータン初の4車線の高速道を走り、２箇所
の高架橋を越え、街へとつながる。

Thimphu の見所は、織物博物館、民族遺産博物
館、Trashichho Dzong (王城)、国立メモリア
ルChorten (3代王に捧げる仏塔)、野菜市場、地
方の特産は手工業品の色とりどりの市場などがあ
る。仏教徒は、谷の周辺にある数々の僧院や活気
のある尼僧院を訪れることもできる。

Thimphu 県は、町を越え、西ブータンで最初の 
Dochu-la 峠まで広がる。108 Druk Wangyal 
chortens (仏塔)は峠の頂にあり、その尾根には
祈りの旗がたなびく美しい景色が見られる。晴れ
た日には、ヒマラヤ山脈の全景が見える 
 
Paro(パロ)：海抜2,280m 
Paro 盆地の広がりは、国営航空 Druk Air でブ
ータンへ訪れるすべての旅行者の入り口となる。
飛行機がドラマティックな弧を Paro に向けて描
くとき、飛行機の翼が山々に当たってしまいそう
に見えても心配はいらないと、機長が乗客を安心
させるためにアナウンスをすることもしばしばで
ある。
 
見所は、Paro Dzong(王城)、Ta Dzongと呼ば
れる要塞に囲まれた国立博物館、17世紀に山間
の平地にいるチベットの兵士を侵略するのに使わ
れた要塞で1951年の火災で破壊されたDrugyal 
Dzongの遺跡などがある。
 
“虎の住処”もしくは Taktshang は、もっとも人
気の高い霊的遺産の一つで、地上から 900m の
ごつごつとした切り立った岩壁の上に不安定に建
てられている。1時間半から2時間の登山で、頂上
まで登ることができる。傾斜の少ない道の登って
いくため、僧院の下からの全景を楽しむことがで
きる。
 

Punakha(プナカ)：海抜1,300m
Pu n a k h aは、ブータンの古代の首都で、
ThimphuからDochu-la 峠を越えて、車で約2時
間15分かかる。峠を越えると、温かく肥沃な盆
地と藍緑色の川の緩やかな流れに沿った道を行く
と、ブータンで2番目に建てられた王城Punakha 
Dzongにたどり着く。
 
Dzong(王城)は、1637年に立てられ、僧院長で
あるJe Khenpoに導かれた聖職者達にとっての冬
の里である。それはブータン建築をすばらしく表
現しており、川が分かれる分岐点に建てられ、中
世の遠くの町を思い出させる。Dzongは、火事や
何年にも渡る氷河の流れによって破壊されたが、
丁寧に修復され、今日ではブータンの職人技能を
示す、すばらしい見本となっている。

Punakha は穀類、野菜や果物がたわわに実る、
亜熱帯の盆地である。

短いドライブで、1Khamsum Yulley Chorten 
(stupa仏塔)に到着する。Khamsum Yulley 
Chortenは、1992年に建てられ、世界にあ
る同様の３つのchortensのうちの一つで、

それはブータン建築をすばらしく表現しており、川が分かれる分岐点に建て
られ、中世の遠くの町を思い出さ

Punakha Dzong(プナカ王城)
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物への幸福を祈る寺の詠唱が、谷にこだまする。

有名な寺の中には、Kurjey Lhakhang 寺院
(Tantaric仏教をブータンとチベットにもたら
したGuru Rinpocheに関連する)、Jampey 
Lhakhang寺院 (8世紀から続いている)、歴史的
なJakar Dzong(王城)などがある。

Bumthangの祭りはよく知られており、地方の小
さな祭りでさえ、ブータンの精神や文化を知る上
で有意義である。
 
 

Trongsa(トンサ)：海抜2,316m
Wangduephodrangからの約4時間のドライブ
で、国の中央Trongsa県に着く。ブータン王家の
先祖から受け継いだ故郷で、初代の2人の王が王
国をここから支配した。

そこにたどり着くずっと手前に、華麗なTrongsa 
Dzongが盆地の真ん中に見える。ここは寺院、回
廊、事務所と僧坊で迷路のようになっており、ブ
ータン建築の傑作として、2004年の修復を経て
保存されている。
 
Trongsaはブータンの東や南へ旅に向かう旅行
者には、便のいい中継地点である。Trongsa 

中央ブータン 
Tsechu (祭り)は、大抵11月の終わりから12月半
ばの秋に行われる。
 
Bumthang(ブムタン)：
海抜2,600m－4,000m
Bumthangは、王国の霊的中心地だとしばしば
表現される。いくつもの僧院と、霊的場所がこの
魅惑的な谷に存在している。そこでは歴史と神話
がブータンの文化と伝統の息を吹き返らせる。
Bumthangは美しい家々とソバ、大麦、りんご畑
のある絵のように美しい谷である。
 
霊的な雰囲気が辺り一面に広がり、一年で縁起の
よい頃に至る場所で、すべての感覚の持った生き

Pelela峠の牛飼
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時間が十分にある旅行者には、ちょっと違ったブ
ータンを目にできる東ブータンを訪れるのもよ
い。そこはSharchops族の町で、彼等独自の言語
を話し、独自の文化を育み、美しい織物を作る。 

Trashigang(タシガン)：海抜1,151m
T r a s i g a n gは、ブータンで最大の県で、
Monga rから車で3時間半、Th imphuから
547km離れたところに位置する。Scherichu 
川の上方の垂直な丘の上に立つ歴史のある
Trashiganga Dzongは、古代これらの僧院要塞が
敵を近づけない戦略的役割を果たしたことを見て
とることができる。

Trashigangの町は険しい山際まで広がっている。
遠く離れた場所に住む多くの人々は、ここで生活
必需品を買い求める。

東ブータン 
Trashigangから車で30分ほどのところに、
Kanglungがある。新しい町で、国内で唯一の大
学があり、約1,000名の学生に学士の資格を与え
ている。

Trashi Yangtse(タシ・ヤンツェ)：
海抜1,830m
Trashigangから車で3.5時間、Trashi Yangtseに
着く。オグロヅルの東の里で、インドのアルナ
チャル・プラディシュ県と接している。ブータ
ン人と現地の民族双方が、国境を越えてTrashi 
YangtseのChorten Kora祭りを楽しむ。

南部地域 
南東部の町、 Samdrup Jongkhar (サムドゥプ・
ジョンカル)は、国境の小さな町で、Trashigang 
から車で6時間のところにある。おおむね温暖な

気候で、バードウォッチングに最適な県でもある。
 
Phuentsholing：海抜1,829m
Phuentsholing は南西部に位置するにぎやかな工
業の町で、インドへの南の玄関口である。
 
南部からの旅  Phuengsholing から Thimphu へ
のドライブは、一見の価値がある。国道を通るの
んびりとした旅は、熱帯の平原から植物の植生の
変化を見ながら、ヒマラヤ王国の高地へと旅行者
を導く。
 

Trashiganga Dzong(王城)



Paro 国際空港



実用情報



食事 
  
ブータン料理の特徴は、トウガラシとチーズで
ある。その２つを一緒にした国民的料理がAema 
Datsi(文字通りトウガラシとチーズ)である。
  
この主な料理は、様々なバリエーションがある。
たとえばKewa Datsi(ポテトとチーズ)、Shamu 
Datsi(きのことチーズ)などである。

これらが、ブータン料理のレストランで最も定番
料理である。しかし、自分で食べられるトウガラ
シの量を、レストランに伝えるとよい。

最も人気のあるおだんご、またはmomoは、みん
なのお気に入りで、チーズmomoやひき肉添え
momoなどがある。Bumthanでは、ソバパンケーキ
や麺類が米の代わりの主食として食べられている。

ブータンのほとんどのレストランでは、スタンダ
ードな中華料理やインド料理がある。インターナ
ショナルな料理は限られており、その季節には何
が食べられるのか尋ねてよう。首都Thimphuや、

宿泊施設 
 
ブータンには幅広いタイプの宿泊施設がある。シ
ンプルな農家でのホームステイからいくつかの
県にある高級リゾート施設まで、国内に全部で
171のホテルが全部で4,000のベッドを備えてい
る。しかしそれらすべてが旅行者の基準に合って
いるものではない。

大体の旅行者用ホテルは清潔でシンプルで快適
なつくりで、食事もできる。ブータンへの旅行者
は、一般的に高級宿泊施設を望んではいない。
Thimphuにあるいくつかの大き目なホテルは、かな
り基準の高い宿泊施設になっているところもある。 

ツーリズム局は、国内の宿泊施設を分類し、その
クオリティーをモニタリングしている。トレッキ
ングでは、キャンプ場所がツアー会社により設置
されている。道の途中では、農家に滞在すること
もある。
 

南部の町Phuentsholingにはもっと沢山のレスト
ランがある。大体の料理がビュッフェスタイルと
なるので、どの料理をオーダーするのかは、しっ
かりと考えて決めるとよい。
 
主要なレストランでの食事はおおむね安全だが、
気になるのであれば生野菜のサラダは控えた方が
よい。飲み水はボトルのものを。ブータンの農産
業は、湧き水から作られたすばらしいボトル水を
作っている。

首都では、温めたカップに入ったコーヒーや紅茶
と軽食を出す小さなカフェがいくつかある。好奇
心旺盛な方は、地元で人気のsuja(バター茶)を試
してみるといい。寒い夜、身体を温めてくれる。
また、arraと呼ばれる地元の醸造酒(米、大麦、
小麦などから作る蒸留酒)などがある。地元で生
産されたビールやウィスキーなどもある。
 
トレッキングするのなら、そのツアー会社が手配し
た料理人がところどころで料理を作ってくれる。
  

上 ： Paro峠の新しいリゾート  

左下 ： Thimphuの野菜市場 
右下 ： ブータン料理 
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ショッピング 
 
ブータンには、小さくてもすばらしい家内工業がある。伝統的な職人は、シ
ンプルな道具を使い、様々な工芸品を作る。それらをお土産にするのもいい
が、旅行者の市場向けよりも、ブータンの一般家庭で使われるのに適したデ
ザインに作られている。

織物：ブータンで最も知られている工業は織物
で、国際的にも評価を得ている。ブータンの織工
は、ヤク(リ牛)の毛や綿、ウール、絹などの自然
の原材料を使い、独特なパターンの織物を織る。
織物のほとんどが衣料に使われる。

宝石：珊瑚やターコイズが銀や金にセットされて
いるものが、ヒマラヤ山脈の人々の間では人気が
高い。その他、銀や金のブローチ、イアリング、
指輪、腕飾りなどもある。入り組んだカーブのキ
ンマの葉で作られた容器は最近使われなくなって
きている。

木工製品：木製器具は、ダイニングテーブルに色
を添える。木製のボール、プレート、容器はどれ
も東ブータンの熟練した職人のコミュニティーで
作られている。どれもシャクナゲなどの珍重され
ている切り出した木材上の旋盤を使用している。

籐・竹細工：ブータンは、籐のタッパーウェアで
知られている。Bangchungとして知られている
籠は、一緒にすると容器となる。ブータンの人々
は、これをお皿として使用したり、食料やスナッ
クを保存する容器として使っている。竹網細工も
また木の装飾に使われたり、竹はアルコールなど
の保存や矢筒に使われる
 
木彫りや絵などの土産物は、お店で手に入れるこ
とができる。手彫りや、絵の絵が描かれたブータ
ンのテーブル(chodrums)は、重量のあるお土産
を運べる旅行者であれば、購入可能である。
 
Thangkhaペインティング：thangkhasとして知
られるブータンの絵巻物で、宗教的イメージが美し
く描かれている。伝統的なものは、鉱物性の顔料で
描かれ、明るい錦織の背景に枠付けされている。
 
ブータンの切手：ブータンの切手は、世界中の切
手収集家によく知られている。切手アルバムや、
切手シートなどはThimphu中央郵便局や国内の手
工芸品屋で手に入れることができる。

織物博物館のショップ

手工芸作品
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通貨とクレジットカード

外国通貨は、到着空港や銀行で両替できる。銀行の業務時間は、平日、冬は午前9時から午後2時まで、そ

れ以外は午前9時から午後3時まで、土曜日は午前9時から11時までである。しかしながら、小さい町では

両替が困難なこともありうるので、ParoやThimphuで両替する方がよいだろう。また、銀行方が、率のよ

い両替レートを提示している。

トラベラーズ・チェックは使えるが、店でのクレジットカード使用には、一般的に手数料が課せられる。

American Express、VISA やthe JCBカードでの支払いが可能な場合はあるが、ホテルや商店で可能なのは、

ThimphuやParoなどに限られる。もしカードでの支払を考えているなら、利払いも可能な場合があるので、

ホテルや商店でまず確認が必要である。

概して、特にThimphu県、Paro県やPhuentsholing町以外の場所では、現金が便利である。

フライト
 
ブータンの国営航空Druk Air(ドゥルック・エアー)は、ブータンへ出入りしている唯一の航空会社であ

る。インドのデリー、コルカタ、ネパールのカトマンドゥー、バングラデシュのダッカ、タイのバンコク

などとParo県にある空港をつなぐフライトが、毎日運行されている。冬期には、Druk Airインドのブッダ

ガヤとのスペシャル・フライトがある。

 
スケジュールやそのたのフライト・インフォメーションは www.drukair.com.bt. で入手することがで

きる。Druk  Air  では２機の英国製100人乗りジェット機と、もっと小さな80座席のドルニエ機を2機運行している。   
 

言語
  
英語が話せるならば、快適にブータンを過ごせる。公用語であるDzongkhaは広く使われており、ブー

タンの人々は大抵、Dzongkha、Schachopkha(東部方言)、Lhotsamkha(ネパール語)など、大抵数ヶ

国語を操る。多くの子供達は、たとえ田舎の子供達であっても、旅行者に近づいていったり、手を振っ

て“Hello”や“good morning”などの言葉をかけたりする。ブータンの人々は、自分たちの言語を話そうと

する旅行者を見て大変喜ぶ。覚えておくといいフレーズを２つ紹介する。

元気ですか？

ありがとう。
 電話・コミュニケーション

 

   
 
Emailも利用できる。どの町にもインターネット・カフェがある。首都Thimphuでは、

現地のホテルいくつかで無線ランのサービスを利用できるが、常に安定しているわけではない.  
 
昔ながらの郵便を好まれるなら、どこの町の郵便局でも可能である。  
 

Kuzuzangpo-la  
Kadingche-la 

Bhutan’s stamps are a collector’s item, 
General Post O�ce, Thimphu 

ブータンの通過は、ニュルタムと呼ばれインドルピーと同価である(約US$1 = Nu.43)。紙幣はNu.1,000、
Nu.500、Nu.100、Nu.50、Nu.10 、Nu.5、そしてNu1などの種類がある。コインはチュトラムと呼ばれ
Ch.50と
Ch.25がある。

。

ブータンのデジタル・ネットワークは世界に開かれている。 IDDサービスは広く利用で
き、接続もクリアである。GSM900の携帯電話を持ち込み、現地でSIMカードを入手し、
滞在期間中使用することも可能である。ブータンにはB-mobile とTashi Info com Ltd.の２
社が携帯電話のサービスを提供している。国際と国内SMSも利用できる。B-mobileのSIM カ
ードは50Nuの無料通話込みで75Nu,Tashi cellの  SIM カードは25Nuの無料通話込みで50Nu
である。



治安 
ブータンは一般的に安全で、通りを歩くこともできるが、夜中は町が早く静まり、野良犬が歩きまわるの
で、旅行者は理由もなく出歩かない方がよい。トレッキングの際は、1人で歩くべきではない。道に迷った
り、ヒマラヤグマなどの野生動物に出くわす危険がある。 

標高の高さに影響を受ける旅行者は、数時間の休憩をとり沢山の水分を取るとよい。高山病に罹ったトレ
ッカーは、すぐに標高の低い場所に下山するべきである。高血圧の人は、必ず薬を持参するべきである。 

時差 

ブータンは国全体で１つの時間帯である。GMT＋6時間なので、ロンドンで正午12時の時、ブータンでは
午後6時となる。ブータン時間はインドより30分早く、タイより1時間遅く、ネパールより15分早い。
 



ブータンは、環境を破壊しないエコ・
ツーリズムを実践している最もよい例
の一つであり、仏教人と自然の相互依
存の観念に基づき、そのコンセプトを
明らかにしている。
 
ユニークな発達した哲学―全国民の幸福―で表現

されるように、密度の高いツーリズムという国の

政策は、世界の著しい変化の中で伝統を守り抜こ

うとする社会、文化、環境システムを、すべての

旅行者に感じてもらおうとしている。政府は国の

遺産を保護しようと、国民がグローバライゼーシ

ョンと近代化の波に対抗できる尊厳を持てるよう

にしている。

その名前の響きのように神話的な感があるが、雷

龍の国は博物館ではない。それは、豊かなヒマラ

ヤ社会とそのままの文化が現存する最後の地でも

ある。

 
ツーリズムから収入を得ている者は、国の無料の

保健、教育システムをサポートしているので、ツ

ーリズムは重要であるといえるかもしれないが、

たとえツールズムの分野においても、ブータンは

営利主義に屈することはない。孤立から抜け出そ

うとする小さな国は、自分たちの時間とペースの

中でそれを成し遂げなくてはならない。大部分の

人々が行う地方の自給自足生活にも近代的経済が

入ってきている。それゆえ、密度の濃いツーリズ

ム政策は、ブータンが世界の他の地域との文化交

流を可能にし、現代のテンポの速い世界の中で昔

のよさを探し求める旅行者から、ブータンが学び

取れるようにしている。

 
ブータンのツーリズムは1974年に開かれ、政府

は当初から大掛かりな観光業による負の影響を避

けるよう、細心の注意を払ったツーリズム政策を

しいている。(旅行者は一日最低US$200の関税を

払う。そこには、宿泊施設、食事、ガイド、旅行

費などすべて含まれている。)

この旅行者を限定するような政策は、ブータンの

エコ・ツーリズムをよく表している。政府は、環

境を破壊しない暮らしのビジョンと共に、全国民

の幸運という政策と開発の過程の中にある。たと

え世界の登山家がブータン国内にある未登頂20の

山々が開かれるのをどんなに待ち望んでいても、

登山は行われていない。国土のやく70パーセント

は森林に覆われており、ブータンはその壮麗さを

保護しようと力を尽くしている。

国の小さな経済にとって、ツーリズムは外貨獲得

の最大の手段である。観光局は密度の濃いツーリ

ズム政策としており、それは大掛かりな観光事業

を行うには小さすぎるブータンにとって最適な政

策である。

 
世界が雷龍の国を目にするにつけ、多くが現代生

活の狂気から離れた特別な場所であると信じてい

る。そこは、物質的には贅沢ではないが、世界的

な競争社会に巻き込まれていない社会である。

ブータンは21世紀を踏み出すにあたり、その遺

産、魂、そして均質世界のなかでの生きる文化を

守る決意をしている。

観光局

観光局のガイドは、観光業をモニターし規則を設

けている。今後数年の観光局の主要な仕事はブー

タンのホスピタリティーの高さとサービスを維持

し、ブータンの観光面での高い価値を守りつつ観

光事業基盤を確立することにある

そのほとんどが少数の旅行者しか対応できてい

ない。国営航空のDruk Airの職員を合わせて、

3,000人以上が観光業に従事している。観光業

は水力電気事業に継ぎ、2番目の収益を上げてい

る。 

ブータンツアーオペレーター協会
協会はツーリズム・トレイニン

グの機会を提供し、観光局と共にブータンの広告

宣伝活動を行っている。ABTOはまた、ブータン

 

詳細はこちらまで

観光局
Post Box 126
Thimphu, Bhutan 

 

電話: (975) 2-323251, 2-323252
Fax: (975) 2-323695.
Email: dot@tourism.gov.bt 
http://www.tourism.gov.bt/

密度の濃いツーリズム

ブータンには許可を受けた1300以上のガイドと
478以上のツアー・オペレーターがあるが、例年
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