
２０１６年４月１８日～５月日	 

三浦雄一郎	 ＆	 豪太	 ヒマラヤ・トレーニング遠征	 日誌	 

 
４月１９日	 羽田出発	 →	 バンコク経由	 カトマンズ	 

 
4 月 20 日	 

天気	 晴れ後曇り	 

行動	 カトマンズ→ルクラ→タドコシ	 

	 

日記	 

今日からいよいよトレッキング開始。ホテルを朝 5時 15 分に出て 6 時のフライトにのる。	 

カトマンズからの出発はいつもわからない、時には 1日 2 日待たされることもあれば今朝のよう

に急き立てられるように飛行機に乗り込むこともある	 

すべては天気次第で、今回はかなりスムーズな方だ。	 

8 時にはルクラに到着、余裕があるのでルクラのスタバに寄った。ルクラのスタバは看板も店内

もスタバの雰囲気はあるけど、聞くところによると正統な支店ではないらしい。	 

それでもエベレスト街道の玄関口でスタバのコーヒーがあって雰囲気を味わえるのは貴重だ。	 

今回のトレッキングの目的はお父さんの調子をみながら行う事。しかし、そのお父さんの調子が

あまり良くない。日本で忙しくかったせいか風邪気味である	 

本日はクスマカングルが望めるタドコシの谷を今日の宿とした。	 



 
	 

	 

4 月 21 日	 

天気	 午前晴れ	 午後	 曇り	 

行動	 タドコシ→パクディン	 

	 

日記	 

今朝もお父さんの体調が戻らない。無理をしないでパクディンを目的とする。	 

こういった遠征で最初に体調を崩すと無理できない。ここから標高が上がり続けるからだ。	 

午後はパクディンでゆっくりする事にする	 

 

 
 



4 月 22 日	 

天気	 午前晴れ	 午後曇り	 

行動	 	 三浦雄一郎	 パクディン滞在	 	 /	 	 	 	 	 豪太→ナムチェ	 

	 

日記	 

とりあえずお父さんの体調が戻るまでお父さんはゆっくりとする事にした。	 

一方、夏沼さんはナムチェに設置した浄水器の確認と増設という大切なミッションがある。	 

日程も限りがあるので夏沼さんダヌルと僕はナムチェに向かう。	 

パクディンからナムチェはいつもの行程だが今日の午後には水タンクの工作と増設するタンク

の設置場所、工事が必要なので急がずともなるべく休みを少なくしながらナムチェに向かった。	 

そのおかげか 13 時にはナムチェに到着、昼食を食べ、昨年 12 月に浄水器を設置したナムチェ・

ヘルスポストで 3時から工作を開始した。	 

とは言ってももっぱらこうした作業を行うのは夏沼さん、現場とヘルスポストの責任者チミと相

談しながら手際良く用意した 200 リットルのタンクに工作を施す。設置場所はヘルスポストの裏

手、そこに大工さんが来てタンクを置く台を作る。前回設置したのはトイレ前のシンク。少なく

ともそこより高い位置に置かなければ水圧の関係で既存の浄水器に水を送れない。	 

事前に設置台を作る材料を頼んでおいたので、あっという間に台が完成し、タンクも工作も終了。	 

夕食はダヌルの奥さんのヤックカレー。その横には天然山椒がよくきいたシェルパキムチが添え

てありとても美味しかった	 

	 

 



 
 

 
 
	 

	 

4 月 23 日	 

天気	 晴れ、夜雨	 

行動	 	 	 雄一郎:パクディン→ベンカル	 /	 豪太:ナムチェ→ベンカル	 

	 



	 

日記	 

父はパクディンからベンカルに向かった。モンジョ手前の村で目の前に滝があるいい宿だ。	 

調子はよかったようでペースと心拍ともに安定していたようだ。	 

一方僕はナムチェにて夏沼さんと一緒に浄水器の増設を行った。	 

昨日、水タンクを施工した増設タンクを昨日ヘルスポストの裏手に作った台座に乗せる作業だ。	 

その前に現在トイレ前にある浄水器に繋げるためのホースが通る穴を開けたり、昨日からタンク

前の処理用の水を捨てた。200 リットルタンクの中に入ってある 40 キロ相当のミネラルごと頭

上の台座に持ち上げる力仕事である。	 

ヘルスポストの責任者チミ、ダヌル、夏沼さんは力を合わせて持ち上げた	 

僕はというとその様子を写真に収めた、誰かが記録にのこさねば！	 

無事に作業を終えみんなで記念撮影。その後ダヌルの家に行きまたまた奥さんが作ってくれたカ

レーを食べて腹ごしらえ。13 時 40 分にナムチェを出発、一路お父さんと合流するためにベンカ

ルに下る。	 

標高が降りて体が楽になったので夏沼さん、ダヌルと飛ばす。行きは 5時間半かかったところを

3時間ほどでつき、お父さんと合流した。	 

お父さん顔色が昨日よりもずっと良く安心した	 

 

 



	 

4 月 24 日	 

天気	 晴れ	 

行動	 	 ベンカル 8:30	 	 →	 ジョサレ 11:22	 

	 

日記	 

今日で夏沼さんとお別れだ。夏沼さんはベンカルからルクラへ、僕達はここからジョサレに向か

う。長い遠征の中では短いかもしれないけど一緒にナムチェに行って浄水器を増設した内容の濃

い付き合いだった	 

ベンカルまでのお父さんの足取りは驚くほど回復していた。体調が戻ってきたのと、この高度に

慣れてきたのだろう。11 時過ぎにはジョサレに着いてしまった。	 

途中、沢山の馬に会う。これらの馬は荷物運搬用だ。逆に以前よく見たゾッキョはあまり見なく

なった。ダヌルにどうして荷物の運搬の役割が馬へと代わったのか聞いてみた。	 

馬がルクラ→ナムチェ間によく使われるようになったのは単純にスピードが速いからだそうだ。	 

しかし高度に弱いのでナムチェから上はゾッキョとヤックが使われる。	 

今回、トレッキングをしていてわかったのだが、日本人以外のトレッキングをしている人の数が

とても多い！	 アメリカ人、ヨーロッパ、シンガポール、韓国。これまであまり見なかった国々

の人々がこぞってきている印象。それだけナムチェにも人の流れが多くなっているのだろう。	 

サクラロッジも昨日泊まった時はアメリカ人のツアーでいっぱい、明日からのナムチェ滞在では

予約が取れなかった。震災から 1年が経ち、多くの観光客が戻っている。	 

ついでにヤックとゾッキョの違い・・・	 

ヤックはチベットやヒマラヤ地方に昔からいる高度に強い牛の仲間。ヤックは高所には強いけど

3000 メートルより低い標高に降りると死んでしまうという。	 

ゾッキョはヤックと牛の合いの子。	 

低所にも高所にも強く 3000 メートル以下でも荷物をはこべるハイブリッドな牛。	 

ならばゾッキョで全て大丈夫なかんじがするけどゾッキョにも弱点がある。高所ではヤックの方

が強く多くの荷物を運べる。また 3000 メートル以下では馬の方が速く、ルクラ→ナムチェは馬

が使われはじめている。そして何よりもゾッキョは一代限りの種である	 

もしかしたら今後ゾッキョはいなくなるのかもしれない、絶滅種か？	 

 
 
	 

	 

	 

	 

	 



4 月 25 日	 

天気	 晴れ	 

行動	 ジョサレ滞在	 

	 

日記	 

本来、今日はジョサレ滞在のはずだったのだが、父が昨日ジョサレに着いたとき、調子がよかっ

たから今日ナムチェに移動しようと話していた。	 

しかし、その父が朝になってあまり調子良くないと話している。	 

どうやら昨夜寝るとき、湯たんぽを入れていたら暑くなり夜中に布団と寝袋ごと外してしまった

という。すると朝方になり体が冷えてしまった。	 

ナムチェまでの道のりは今回の行程で最も高低差がある。これまでの遠征でもナムチェまでの坂

道で調子を崩すことが多かった。そのため今日は本来のスケジュール通りジョサレ滞在とする事

にした。なので、朝ごはんを食べた後ぽっかりと時間が空いてしまった。	 

「ダークマターと恐竜絶滅」という本を日本から持ってきた。このミスマッチな組み合わせに心

惹かれ、今回読むために買ってきたが、内容があまりにも専門的で酸素の薄い高所ではすぐに眠

くなる、それを利用して夜はよく眠れるのだが、朝方だともう少し頭の中に入るだろうと思いペ

ージを開いたが、同じく数ページで深い眠りにつく。	 

10 時頃起きて、このままではいかんと思い走りに行く。	 

何せ一昨日ナムチェまで行ってきたので高度順応は十分できている。そう思って走るがそれでも

かなり息が切れる。この辺りの坂道が半端なくきついのだ。	 

橋を渡り一昨日帰りに通った通称・ヒラリー迂回道を登る。	 

ジョサレからナムチェに続く橋に至るまでルートは二つある。ひとつは川沿いを通る道、もう一

つは山を登り山の中腹を移動する道。山の中腹を移動する道は山をなぞるために長い。ヒラリー

さんはわざわざこの遠回りの道をなぜこんなにも整備したのだろうと思った。	 

その答えを午後、父と一緒にこの道を歩いた時に父が	 

「川が氾濫した時川沿いの道が使えなくなるからでは」と話した。	 

確かに！とガッテンがいく	 

この道は坂道が急登で入り組んでいるがとても雰囲気がいい。所々で山肌を流れる小川や崖を切

り開いた箇所からドゥードコシ川と山々が見える。そして綺麗に整備され歩きやすい。	 

この日この道を使っているのは僕達だけではなかった。ゾッキョも何頭か道草を食っている（文

字通りの意味で）。これらのゾッキョはてっきり野良か近隣の住民がゆるく放牧を行っていると

思っていたが、父の午後の散歩に付き合ってくれたゾンバシェルパが「われわれのゾッキョだ」

という。驚いた！なんと自由気ままにしているゾッキョたちは明日の朝になると各々宿に戻り仕

事をするという。さらにゾンバは一頭一頭のゾッキョの名前を教えてくれた。どれも同じに見え

野良扱いをした自分が恥ずかしい。ゾッキョは彼らの生活の必需であり、お互い信頼に基づいた

しっかりとしたつながりがあるのだなと思った。	 



さて肝心のお父さんの調子だが、かなり良くなってきた。	 

ペースも前回のエベレストを登る時に近くなってきたのような気がする。	 

明日は期待できそうだ	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

	 

 
 



 
 
 
4 月 27 日	 

天気	 晴れ、昼強風	 

行動	 	 	 午前	 写真撮影、午後ヘルスポスト訪問、ジャムリン訪問、サクラロッジ訪問	 

	 

日記	 

ナムチェに昨日やっとついた、ここでこれからの動きを決めようと思う。	 

その前に朝方、これまでなかなかできなかった写真撮影を行う。姉からもらった内容を確認、ビ

ューポイントに行って撮影を行った。そしてお昼を食べ終え、3時にヘルスポストに行く。	 

ヘルスポストではチミとシェラブジャンブシェルパ、そしてヘルスポストスタッフがいた。	 

この前設置した増設タンクのペーハーを確認、完全とは言わないもののアルカリ度はとても高か

った。その後、チミとシェラブ、病院スタッフからカタをもらい写真撮影。大城先生はヘルスポ

ストに興味を持ち案内してもらう。	 

その後みんなでナムチェの町に下る。途中 IME のオーナーが経営するジャムリンホテルに寄る。	 

オーナーはカミ・ドマさん。いつも IME でサービスしてくれたり、ジャムリンホテルに招待して

くれご馳走してくれる。彼は登山用具店としてもホテル経営でも成功している優秀なシェルパで、	 

現在取り組んでいるのが Home	 away	 home プロジェクト。これは孤児になったシェルパの子供の

支援プログラムだ。ドマさんはここナムチェに孤児のための学校を開校し、そこではネパール語

はもちろんシェルパ語、英語を習い自分の文化についても学ぶチャンスを与えている。	 

彼はその設備とランニングコスト、そして彼自身も 5人の孤児達の面倒をみている。	 

現在このプログラムには 75 人の子供たちがいる。これらの子供たちの生活や学費は全部スポン

サーから賄われていて、米国のアルペンアセントクラブをはじめとした海外の支援団体がサポー

トしている。孤児一人に対して一年間に 1300 ドルほどかかる。そしてそれは彼らが独り立ちす

るまでの 11 年続くのだ。なかなかできる事ではない。	 



僕たちにも何かできるのではないかと考えさせられた。	 

その後、僕たちのサーダー、ラクパテンジンさんが経営するサクラロッジに寄る。	 

これまでのお客さんは日本人が中心だったが、最近訪れる日本人が減っていて、他の海外からの

お客さんも受け入れるようになった。そのせいかとても繁盛している。	 

現在、ここを仕切っているのがラクパテンジンさんの息子の嫁さん、やり手だ！	 

その後ゆっくりと山を登り宿舎に戻る。	 

夜はミソベースの鍋にシェルパキムチ(野沢菜みたいなのに山椒が効いている)	 

おいしくできた！	 

	 

	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 



	 4 月 28 日	 

天気	 晴れ	 

行動	 10:00	 ナムチェ発	 	 →	 12:50	 シャンボチェ着	 →	 13:30	 シャンボチェ出発	 

14:15	 ナムチェ	 シュリカンバホテル着	 →	 16:45	 グルカの丘	 夕景撮影	 

18:30	 夕食	 

	 

日記	 

これからのスケジュールは以下のように決めた	 

	 

4 月 29 日	 ナムチェ→ターモ→ナムチェ	 

30 日	 ナムチェ	 

5 月 1 日	 ナムチェ→クンデ	 

2 日	 クンデ→クンデピーク→ナムチェ	 

3 日	 ナムチェ	 

4 日	 ナムチェ→モンジョ	 

5 日	 モンジョ→ガート	 

6 日	 ガート→ルクラ	 

7 日	 ルクラ→カトマンズ	 

8 日	 カトマンズ予備日	 

9 日	 カトマンズ予備日	 

10 日	 カトマンズ予備日	 

11 日	 カトマンズ→バンコク	 

12 日	 バンコク→日本	 

	 

お父さんの調子がまだ完全に戻っていなく序盤にナムチェまで上がるのに時間がかかりすぎた、

また今後お父さんの体力、高所順応を進めるためある程度落ち着いた取り組みが必要と考えこの

昨日お父さん、大城先生、貫田さんと話して、今回のスケジュールを組み直した。	 

ナムチェ泊か多いが、この方法だとお父さんの体調を調整しやすいのでトレーニング内容の充実

をはかれる。最終的にはクンデピーク 4200 メートルまでトライできるので他にもターメやディ

ンボチェを目指すプランも検討したが、この内容に決めた。	 

まず、今日は朝から目の前にある坂を登りシャンボチェを目指す。	 

シャンボチェにはピンゾーさんのロッジがある。今ピンゾーさんは奥さんの調子が悪いためカト

マンズにいるという。ピンゾーさんの息子、チミはトレッキングで出かけていて、今このロッジ

を仕切っているのがチミの奥さんだ。イタリアに留学していてこともあり、垢抜けていて美人の

奥さんだ。その美人の奥さんにミルクティーをご馳走になる。	 

時間をかけて登りピンゾーロッジでゆっくりした後、ナムチェに戻って遅いランチを食べた。	 



昨日の鍋の残りに日本から持ってきたうどんを入れたが、いまいちこの高度での茹で加減がわか

らずなんとも締まりの悪いうどんとなる。	 

午後はゆっくりと過ごす予定だったけど夕景を見に、大城先生、貫田さんを誘いゴルカの丘に登

る。残念ながらエベレストは雲がかかり見えなかったがそれでもコンデリの夕景、ダイナミック

なタムセルクをみながらみんなでやんやいいながらお茶を飲んだ	 

ホテルに帰るとなんと前回のエベレスト遠征のサーダー、ペンバギャルツェンの奥さんがビール

とコーラを持って挨拶に来てくれた。ペンバは今チベット側のエベレスト遠征に同行していて、	 

現在 6400 ㍍の ABC にいるという。	 

ペンバの奥さんはターメの手前のターモから来ていて、話しが盛り上がり明日はターモに行く事

にした。	 

 

 

 



4 月 29 日	 

天気	 晴れ	 

行動：	 8:30	 ナムチェ出発	 →	 9:15	 ナムチェヘリポート	 →	 11:00	 プルテ着	 

	 	 	 	 13:30	 プルテ昼食	 →	 14:15	 プルテ出発	 →	 15:06	 ナムチェ着	 サクラロッジ	 

	 	 	 	 16:50	 シュリカンバホテル着	 →	 18:30	 ダヌル夕食	 

昨日ターモからペンバギャルツェンの奥さんが来てくれたため、今日は予定のエベレストビ

ューホテルからターモに行き先を変更、朝 8:30 にナムチェの宿をでる。	 

ここからターモに行くにはナムチェの一番高い場所を横切りターメの谷の方に向かう	 

途中、ナムチェのヘリポートを通るのだが、そこでダヌルから「前に歩いているのは、ヒラ

リーとテンジンが最初にエベレストに登った時、同行したシェルパ、カンツァ・シェルパだ」

と紹介してくれた。	 

カンツァ・シェルパは現在 84 歳、ヒラリーとテンジンのエベレスト遠征に同行したシェルパ

の中で最後の生き残りだという。	 

父は 83 歳、カンツァ・シェルパは 84 歳、共にヒマラヤを生き抜いてきた二人のツーショッ

トは感慨深い。カンツァ・シェルパはその後、マナスル遠征やアンナプルナⅣの遠征に同行

するが 1971 年のエベレスト国際合同隊に参加した時、隊がもめて険悪なムードになった。	 

それが最後の遠征となる。ナムチェには 80 歳を超えたシェルパは二人しかいないという。	 

カンツァ・シェルパに長生きの秘訣を聞くと、	 

毎日こうして山歩きをする事、お祈り、そして自然食だという	 

その後、ゆっくりとターモに向かうがあまりにもゆっくり過ぎて、途中のプルテという村に

予定よりもかなり遅く着いた。このままだとターモ行ってナムチェに戻ると日が暮れる。	 

今日はプルテで昼食をとりナムチェに帰る事にした	 

プルテの近くはシャクナゲをはじめたくさんの野花が咲き乱れていた、せっかくなので写真

をたくさん撮った。この辺りは観光客が少なく道も山の中腹を横切り、木立やマニ石が所々

ありなかなかいい道だ。もしナムチェに行く機会ある人はオススメ。	 

お昼を食べ、ナムチェにゆっくり戻る。	 

ナムチェに戻るとなんとラクパさんが戻っているという。	 

ラクパさんはこれまでの僕らのすべての遠征でサーダーを行ってくれた方。最近はリタイア

され夏はナムチェ、寒い冬はカトマンズにいるが、カトマンズはもうすでに暑すぎてナムチ

ェに戻ったという。ラクパさんとの思い出はたくさんあって日記だけでは書ききれないけど、

本当に懐が深く、機転が早い素晴らしいサーダーだ。	 

サクラロッジを出ると、なんと竹岡さんのチームと会った。みんな元気そうである。	 

今回はヒマラヤトレッグツアーとして初めて前回父が実践した「年寄り半日仕事」を行った

のが竹岡さんのツアーだろう。たっぷりと時間をかけて休み時間をいれ、負荷をなるべくか

けないことによって無理なく順化ができる、今後のスタンダードになればいいなと思う	 

今日は朝から行くところ行くところで会うべき人に会っている。ヒマラヤが引き寄せてくれ



る運命なのか。	 

夜はダヌルが家に招待してくれた。珍しくダヌルがフライパンを握りステーキと美味しいグ

レービーソースを作ってくれた。今回で一番美味しい心のこもった料理だった	 

	 

	 

	 

 

 

 



4 月 30 日	 

天気	 晴れ	 

行動	 ：ナムチェ休養	 髭剃り、コーヒーブレーク	 

	 

日記	 

今日はナムチェでの休養日。	 

しかし朝から竹岡さん達がゴルカの丘で記念撮影を行うというので一緒に早朝から合流する。	 

竹岡さんのグループはみんな元気な人ばかり。ゆっくりと年寄り半日仕事で登ってきたからだろ

う。エベレストをバックとコンデリをバックに記念撮影をする。	 

帰りにダヌルの家により、そこでお父さんも合流、お茶を飲む。	 

そして竹岡さんからダヌルに震災のお見舞い金を渡した。今回のツアーでみんなから集めたお金

だ。ダヌルの家は昨年の大地震において甚大な被害を受けて、完全に崩落してしまい、数ヶ月テ

ント生活をしていた。家を建て直したものの借金がまだ残っている。こうして直接届ける援助が

一番だ。	 

その後、明日、エベレストビューホテルにて一緒に昼食をする約束して、竹岡さんグループと別

れる。朝食後、顔をあらうのだが、お父さんのヒゲがいよいよコントロール不能なくらい伸びて

きた。ちょっと前までワイルドでよかったけど・・・。持ってきた髭剃りではラチかあかないの

でナムチェの村の床屋に行くことにした。父が床屋に行っている間、僕たちはその下にあるバリ

スタコーヒーでコーヒーを飲む。ここの雰囲気が気に入った、WiFi もある。	 

床屋でヒゲを剃ってもらったお父さんはスッキリ！	 

ゆっくりとシュリガンバホテルに登る	 

午後は概ねゆっくりと過ごす。	 

宿の隣が登山＆シェルパ博物館なのでゆっくりと鑑賞した。エベレストにまつわるシェルパ＆登

山の歴史か展示されていて興味深い。	 

 
	 Before 



 
After 

 
シェルパ＆登山博物館 
 
 
5 月 1 日	 

天気	 はれ、曇り	 

行動：	 8:30	 ナムチェ出発	 →	 １０:52	 エベレストビューホテル着、お茶会	 

13:30	 エベレストビューホテル発	 →	 14:45	 クンデ着	 

	 

日記	 

今日から今回の遠征ハイライト、クンデピークアタックが始まる。	 

クンデピークはクンデの村の先にありこの辺りの聖峰、クンビラの裾野に位置する。	 



クンデピークはよく高度順化に使う山で何度か登っている。	 

実際のアタックは明日、今日はクンデの村まで行ってそれに備える。クンデの村へは竹岡さん達

か泊まっているエベレストビューホテルを経由して行くことにした。	 

朝 8:30 出発、シュリガンバホテルの目の前のシャンボチェにつながる道を登る。	 

この道は 2 日前、シャンボチェまで高度順化するために登った道。その時は 2時間ほどかけてゆ

っくりと、シャンボチェにあるピンゾーさんのロッジに辿り着いた。	 

今日はそこまでなんと 1時間足らずで登る！	 

父の調子が日増しに良くなり、ペースが早く休みも少ない。この高度に慣れてきたのと、体力が

つき、体重が落ちてきた、いろいろ好循環だ。まだまだいつもの父の調子ではないが山歩きに適

した体になりつつある。	 

エベレストビューホテルには、途中ゆっくりと休みを入れながらも 2時間と経たずにつく。	 

ホテルでは竹岡さん達が本格的なお茶会の準備をして待っていてくれた。	 

抹茶と茶道具は日本から持参、席もしっかりと準備、掛け軸の代わりに田渕先生の絵と木や針葉

樹の枝を使ったアートが飾ってあり、ツアー参加者が全員スタッフとなってお茶会場を作ってく

れた。	 

ひと段落すると、竹岡さんが本日の段取りを説明してくれた。	 

お茶の歴史からはじまり、中国から日本伝わったお茶がどのようにして現在の姿になったのか、

竹岡さんが身振り手振りを交えて教えてくれた。その話では、お抹茶の文化が現存するのは日本

だけであるという、とても面白いお話しだった	 

その後、席につきまずはエベレストビューホテル名物、親子丼を頂く。	 

そして竹岡さんが亭主、父が正客、僕が次客、三客が大城先生、四客が貫田さん、五客は今回の

参加者の名前が連なっている	 －	 これらは竹岡さんがお茶会記としてまとめてくれた。	 

食後に羊羹を頂き、続いて濃茶というドロドロの濃厚なお茶を頂いた。	 

お父さん、僕、大城先生、貫田さんの順番に廻す。その後お茶の先生がたてたお茶を飲むと今度

は僕もお茶をたてさせてもらった。みんなと大いに盛り上がる	 

食事とお茶会の後、竹岡さん一行に見送られクンデに向かう。	 

エベレストビューホテルからクンデまでは一度クムジュンの村まで降りて、村の中を通って、ク

ンデまで登る。クムジュンとクンデはほとんど繋がっていて、クンビラの山の懐に抱かれている

ような村々だ。	 

エベレストビューホテルを出た時は風が強く寒かったが、クムジュン、クンデの村に入ると風が

止み、逆に暑いくらいだ。村には芋畑とヤックの放牧地が石垣で仕切られている。その石垣がク

ンデに入ると迷路のようになっていて、目的の宿にたどり着くのに一苦労だ	 

今晩の宿はクンデロッジ。思ったよりもお父さんのペースが早く、エベレストビューホテルをで

て 1時間程でたどり着く。	 

 



 

 

 



 

 
 
 
5 月 2 日	 

天気	 晴れ	 

行動：	 8:30	 クンデロッジ発	 →	 10:40	 クンデピーク	 →	 12:00	 クンデロッジ	 昼食	 

13:00	 クンデロッジ発	 →	 13:40	 シャンボチェ	 ピンゾーロッジ	 

14:00	 シャンボチェ	 ピンゾーロッジ発	 →14:50	 ナムチェ、シュリガンバホテル着	 

	 

日記	 

今日は今回トレーニング遠征の最終アタックだ。	 

天気もよくクンデの村からクンビラ、アマダブラム、タムセルク、そしてクンデピークがよく見

える。絶好のアタック日和だ。そして、今日は朝から頼もしい友人も駆けつけてくれた。	 

シャンボチェのピンゾーの息子、チミである。チミはお父さんの為に山頂で飲むミルクティーを



ポットにいれてもってきてくれた。	 

8:30 クンデロッジを出発する。父の調子は良く毎時標高 220 メートル程のスピードを保ちなが

ら登る。この旅の序盤は登りでも下りでもこの半分のスピード、しかも休み休み。なかなか前に

進むことができなかったのがウソのようだ。やっと本来の父に戻りつつあるなと思った。	 

クンデピークの頂上に 2時間かけずに到着。山頂に 1時間弱ほどいてチミのミルクティーを飲ん

だり、写真撮影をしたあと、ゆっくりと下山する。	 

クンデロッジではフラが昼食を準備していてくれた。	 

なんとこの近くのポルツェ村でとれた最高級のそば粉を練ったネパール風のソバガキである。こ

のソバガキにトマト風味のソースをつけて食べる。そばそのものの苦味が混じった独特の味わい。	 

なんでもポルツェの村ではこのソバガキの雑穀をヤックが食べるからポルツェ村のヤックは強

いのだという噂がある。栄養学的にみても韃靼ソバはルチンを多く含み血液をサラサラにし、血

圧を下げてくれる効果がある。こんな良質なソバ粉があるならソバ粉を持ってくる必要は無い。

今後は現地調達だ。	 

今回の旅で現地調達できて持って来る必要が無いものがいくつかあった、それを一応リストす

る：	 

●現地調達可能	 

しょうゆ、ケチャップ、塩、砂糖など一般的な調味料(ただししょうゆの小さいボトルはアック

ス用にあってもいいかも)。ソバ粉、カレー粉、春雨、小麦粉	 

●現地調達が難しい	 

わさび、からし、日本のマヨネーズ、トンカツソース、梅干し、ダシ、こんぶ、かつお、乾物全

般、みりん、酒、めんつゆ(作ろうと思えば作れる)、味ぽん	 

食糧を沢山持参したが、余るものや現地調達できたものがあった反面、これをもってくればよか

ったと思うものがあった。今後の反省点としよう。	 

クンデロッジにて食事を終えると曇り空になってきた。雨の予報もあるので、早めに下り始める。	 

途中シャンボチェのチミのロッジに寄りマサラティーをごちそうになりさらにナムチェまで降

りる。ナムチェには 2時 45 分に着いた。登りも下りも大分早くなった。	 

この調子だとルクラまではパクディン泊まりだけで済むかもしれない。	 

	 

 



 
チミと一緒に 

 
クンデピーク	 登頂！ 

 
そばがき 



5 月 3 日	 

天気	 晴れ後曇り	 

行動	 ：ナムチェにて休養	 

（豪太	 、大城、貫田）5:50	 ナムチェ	 シュリガンバホテル発	 →	 	 

6:23	 エベレストビューホテル着	 →	 6:50	 エベレストビューホテル発	 

7:10	 クムジュンベーカリー着	 →	 7:30	 クムジュンベーカリー発	 →7:50	 ギャンヅマ	 

8:40	 ナムチェ	 シュリガンバホテル着	 

	 

日記	 

今回の遠征はナムチェを中心とした合宿形式でおこなった。	 

日中は父のプログラムを中心に行っているけど早朝、朝ごはん前に僕は自分のトレーニングを行

っている。ジョギングしたり、前の坂を登ったりするのだが最初は富士山頂上に近い標高なので

なかなか走れなかったのが、順化が進むと走れて、登るスピードが上がったりして個人的にうれ

しい。なかでも指標にしているのがエベレストビューホテルまでの時間。	 

最初は 45 分であったのが、昨日はなんと 33 分でのぼれるようになった。さらにエベレストビュ

ーホテルでお茶をのみ、クムジュン方面に降りてクムジュンベーカリーでアップルパイを食べた

後、ギャンヅマからナムチェに帰る。このルートは普通 1日かがりで行うルートだが、それをま

さに朝飯前に行えた。貫田さん、大城先生にも付き合ってもらった。	 

体重もお父さんに負けずおちてきたし、僕自身調子がよくなってきた。こうしたことはいつもの

トレッキング形式ではありえなかった。トレッキング形式では常に高度が上がるため体調管理が

中心となるが、今回はこのように追い込んだトレーニングが可能となった。	 

お父さんも最初はナムチェに上がるのでさえ難しいと思っていたが、体調を整え、ゆっくり高度

に慣らし、適当な負荷と適度な休養を混ぜることによって、最初の状態からは考えられないほど

体力が回復した。当初の目的として掲げていたのがチュクンリであったけどそれよりも 2013 年

にエベレスト登頂して以来の父の体力を確認する事が重要であり、それを如何に改善するかが一

番の目的だ。そのため多少遠回りになってもこのスタイルで今回の遠征を行ってよかった。	 

一昨日、昨日とアタックを行い、今日は休養。明日はいよいよルクラに戻る。	 

スタート時点では、ルクラ、タドコシ、パクディン、パクディン休養、ベンカル、ジョサレ、ジ

ョサレ休養、そしてナムチェとなんと 7日間かけてきた。帰りはそれを 2日で帰ろうと思う。	 

昨日のアタックと下山は標高差 800 メートル、明日の標高差は 500 メートル、明日の並行移動距

離こそ長いけど下山であること、体は高い標高に慣れているので低い標高では十分に体が動くと

思える。いずれにしろ帰りの下山もチャレンジだ。	 

今日はやはり昨日までの活動が大変だったのか、朝、外で日向ぼっこした後、お父さんは一日中

ゆっくりとしている。サイクルとして今は 2日活動、1 日休みの 3 日サイクルがマッチしている

ようだ	 ＝	 「年寄り半日仕事」方式だ。	 

	 



	 

 

 



 

 

 
 
5 月 4 日	 

天気	 曇り後雨	 

行動：	 8:40	 ナムチェスタート	 →	 12:38 ジョサレ発	 →	 14:09	 ベンカル	 

15:03	 ベンカルスタート	 →	 16:07	 パクディン着	 

	 

日記	 

ナムチェをいよいよ去る時がきた。	 

今回の遠征はかなりイレギュラーで最初の予定とは違ったが、最終的に父の現在の状態（体調）

を確認でき、その後、父の状態が高所でも回復して体力が上がるということが分かったことが、

今後のトレーニング計画において大収穫だった。	 

これから、2 日間かけてルクラに戻る。今日はパクディン、明日はパクディンからルクラ、標高



は下りながらなので多少負荷をかけても大丈夫だろう。	 

珍しく朝から天気は下り坂、帰り道も下り坂・・・	 

途中、サクラロッジによってラクパテンジンさんに会いに行く。	 

ラクパさんはみんなにカタを用意してくれていた。再会を誓いナムチェの急坂を降りる。	 

お父さんの心拍は安定していてジョサレの前の登り坂でも驚くほど心拍が上がらない	 

ペースは一定で時間も読みやすい。	 

ベンカルで遅いお昼を食べ、天気が悪くなる前にパクディンまでの道のりを急ぐ。	 

パクディンには 16:09 に着く。ベンカルから 1時間、往路では 2時間以上かかった事を考えると

かなり体力もあがっている。	 

貫田さんがベンカルでフェースブックを確認してみるとダヌルの誕生日であるという。それは大

変だということでクックのフラに至急誕生日ケーキを頼む。だが、パクディンに到着して以前ダ

ヌルからもらったパスポートのコピーを確認すると誕生日は 4月 10 日とある。	 

あきらかに誕生日が違うので、本当はサプライズの誕生会であったが本人に確認すると	 

「フェースブックの入力を耳の悪いソナムに頼んだ。だからパスポートと違う誕生日が入力され

た。でも実のところ自分でも本当の誕生日を知らない」	 

という、とりあえずケーキも作ってしまったので、ダヌルに「今日が君の誕生日にしよう」とい

うと、首をかしげながら「OK」という。	 

不思議な表情をみせながらハッピーバースデーの歌を聞いていた。	 

	 

	 

 



 

 
 
 
5 月 5 日	 

天気	 晴れ後曇り後雨	 

行動：	 8:40	 パクディン	 →	 13:52	 ルクラ着	 

	 

日記	 

今日はいよいよルクラに戻る。	 

ルクラまではタドコシからの長い坂道がある。朝パクディンを出発した後タドコシで一休みする。	 

タドコシの saiko ロッジに歩いて行くと、怪訝な顔をしてお父さんを見ているシェルパがいた。	 



その人はダヌルをつかまえ何かきいている。	 

テーブルにつくと彼がきて、	 

「ミスターミウラか？」と聞いてきた。	 

そうだというと、彼は父の 1970 年のエベレスト大滑降にサウスコルまで同行したシェルパだと

いう。彼の名はパサン	 テンバ	 64 歳、父とサウスコルまで	 いった当時は 18 歳だったという。

再会を彼はとても喜び硬い握手と抱擁した。	 

彼はその後 1971 年	 エベレストドイツ隊、山学同志会	 アンナプルナ 2峰、岡山大学	 ダウラギリ

5 峰等を経た。現在、1970 年の父の遠征に同行したシェルパで生きているのは彼と 82 歳になる

彼のお父さんだという。	 

当時の遠征は現在のようにヤックやゾッキョ、馬等はいなくルクラまで 2週間程かかるラムサン

グーからポーター1500 人体制の超巨大キャラバンで移動してきた。	 

移動も朝出発した後、延々と続く列となり、昼前には最初のポーターがつくが、最後のポーター

がつく頃には日が暮れている。それを毎日管理して数えるのが大変だったという。	 

ポーターたちのボーナスはタバコ 5本、当時の情景を思い浮かべながら再会を喜んだ。	 

別れ際、カタをお父さんに持ってきてもらった。	 

いよいよルクラ。今回の最後の坂、タドコシからルクラまで道のりだ	 

父はペースを崩さずゆっくり、しかし確実に登る。	 

ルクラには 2 時間 50 分かけて到着、今夜の宿はシェルパロッジ、カフェショップに着いた。	 

空港が目の前にある絶好の場所。これまで何度もルクラでは天候不順でスタンドバイがあったが、

ここだといつ飛行機が飛んでも待つのは楽だ。	 

	 

 



 

 

 

 


