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豪太 ヒマラヤ遠征日記 ２０１７年 ４月２６日～4 月 30 日 

 

4 月 30 日 

行動 ディンボチェ休養 

6:30 起床  7:00 朝食  8:30 撮影  11:30 昼食  13:00 明日の準備  18:00 夕食 

今日は久しぶりの完全休養！いつも午前中は晴れているのでこの時間を利用してスポンサ

ー向けの写真撮影。ディンボチェの周りはアマダブラム、タボチェ、ローツェシャーが見渡せど

こを見ても絶景である。 

昼食を食べているとナムチェから送ったディンボチェ直行便が届く。 

明日からのコンマラ行きとディンボチェに置いていく荷物を整理する。 

今日は色々時間があったので周りの風景やシェルパの生活ぶりをゆっくりと見ることが出来

た。僕たちが宿泊しているロッジの経営者、カンツァ・シェルパは 6 回エベレストに登った強者

で、今は奥さんと子育てしなからロッジ経営している。 

子供はまだ赤ちゃんでいつも籠に入っているかお母さんのオッパイを飲んでいる。お母さんは

籠についたヒモを額にかけて、籠を揺らして中にいる赤ちゃんをあやす。 

今日はすごいシーンを見た。ここではヤックのフンがストーブの燃料になる。燃やす前に乾か

すのだが、シェルパのお母さんは、額に赤ちゃんが入った籠のヒモをひっかけたまま、まだ

生々しいヤックの糞を拾い、すごい勢いで石垣に叩きつけていた。 

ダイナミックとしか言いようがない。 

すぐ隣ではヤックに鋤を牽かせて畑を耕し種芋を植えていた。ヤックが労働力であり、そのフ

ンは燃料でもある。彼らの生活にはヤックが大切な担い手なのだ。それにしてもここは標高

4250m、酸素が薄く子供を産んで育てるのにも農作物を育てるのもギリギリの場所だ。高地民

族の逞しさを目の当たりにした。	
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4 月 29 日 

行動 ディンボチェ ⇔ ランボカルカ視察 

6:30 起床  7:00 朝食  8:30 ランボカルカに向けて出発  10:40 ランボカルカ着 

11:00 下山開始  12:20 ディンボチェ着  13:00 昼食 18:00 夕食  20:00 就寝 

 

ディンボチェからいよいよここから先はキャンプをしながらコンマラ BC まで行く。これまでのよ

うにバッティ（ロッジ）泊まりでなく、エベレスト街道から外れるので本格的な登山となる。 

コンマラへの道は 2012 年に翌年のエベレスト登山のために視察している。しかしそれも５年

前の話なので明後日出発前に偵察にいくことにした。 

朝 8:30 ディンボチェをでる。大城先生と門谷君も一緒だ。チュクンやアイランドピークに行く方

向だが、途中から左に曲がる。カルカ（ヤックの放牧場）が目印だ。ここから急激に登る。この

登りはイムジャ谷の風をモロに受けるので体が冷える。 

ランボカルカは登りきった丘の上から一度下る。途中までは風が強いが、ランボカルカは谷間

に挟まれるので風も無くそれまでの登りよりも暖かかった。水場もあり何よりもアマダブラムの

景色がすごい！ 

快適そうなキャンプ地だ。 

門谷君はロケハンでもう少し先にいく、大城先生と僕はランボカルカからチュクン方面に降り

た。来た道よりも回り道だが、ランボカルカの丘が風を遮り暖かいかもと思ってのことだが、そ

れほどでもない上、ガレ場や土砂崩れの後があり、あまりいいトレイルではなかった。結局今

朝来た道のほうがマシという結論になる。 

ディンボチェに着くとお父さんがいない。しばらくするとシェルパ二人を引き連れて帰って来た。

近くを散歩していたという・・・元気な証拠だ。 

午後、シェルパが遊びに来た。僕たちが来ていることをしり訪ねにきてくれたのだ。 

彼の名前はニマ・シェルパ、2008 年のエベレスト遠征と 2010 年に一緒にエベレスト清掃登山

を行なったシェルパだ。久しぶりの再会を喜ぶ。 

ここのロッジの名前はズバリ、シェルパランドロッジ。シェルパが経営しているのだが、そのシ

ェルパもエベレスト 6 回登っている。子供ができて、引退、奥さんとこのロッジを経営している

そうだ。この辺りは何気にすごいシェルパがたくさんいる。 
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4 月 28 日 

行動 パンボチ 3910m→ディンボチェ 4262m 

5:00 起床  6:00 朝食  7:15 出発  8:15 ショマレ  8:50 ショマレ発  

11:30 ディンボチェ着  12:00 昼食  １８:00 夕食 20:00 就寝 

宿 Sherpa land lodge 

 

今日はディンボチェまでの道のりだ。 

コンマラスキーのベースともなるディンボチェ、ここまで無事につくことが今回のコンマラスキ

ーのカギとなる。前回のエベレスト、2013 年から年寄り半日仕事を実践してきた。 

高所移動の、一日の行動を半日にして体力も標高差にも負荷をかけずに上っていく。 

おかげで今回も無事にディンボチェまでつきそうだ。 

ここで二日間の休養とこれからキャンプを行う準備を行う。そのためスケジュールを見直す。 

今のスケジュールは 2013 年のエベレスト登山前に高度順化の目的で作ったものと同じ内容

だ。あれから４年、父の体力も環境も変わってる、とりあえず明日様子みがてらにランボーカ

ルカを見に行こうと思う。	
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4 月 27 日 

デボチェ 3756m→パンボチェ 3910m 

6:00 起床 7:00 朝食  8:30 出発  11:00 パンボチェ到着 12:00 昼食  

13:30 お肉買い出し 14:00 裏山散歩 16:00 お父さんと散歩 18:00 夕食  20:00 就寝 

宿 wind horse lodge 

 

デボチェを出発して 15 分程すると対岸に渡る橋がある。以前使っていた橋は立派な鉄筋の

橋であったがそれは落ちていた。 

あとでダヌルに聞いたのだが、鉄筋の橋は数年前大雨で上部の崖が崩落して橋も一緒に崩

れたという。きっと地震で地盤が緩んだのだろう。代わりに、その先に急遽こしらえたような橋

があった。 

この数年、ネパールは地震や大雨の災害に見舞われた。このクンブ地方の復興は思ったより

も早く、昨年まで見られた壊れた家やバッティはほとんど修復、そのほとんどは以前よりも立

派な建物になっていた。それはこのクンブ地方、とりわけエベレスト街道がネパール観光の目

玉とも言えるからだ。今回もトレッキング客の多さに驚いた。 

ヤックやポーターを探すのも大変だし、宿もどこもいっぱいだ。 

東南アジアや欧米人、世界中から訪れている。日本人もいるが数年前と比べると少ない気が

する。 

この時期はもともと人が少ないはずだが、それでもこれだけの人がトレッキングに訪れている

とは、クンブ地方に関しては復興が進んでるのだろう。壊れた橋が２年前の大地震の爪痕とし

て残っている。 

本日の行程の距離はそれほどなく、2 時間半も歩くとパンボチェについた。 

昼食後、父が「肉を食べたい」というのでパンボチェのお店にお肉を買い出しに行った。 

ルクラまではクンブ地方で宗教上ギリギリ屠殺が認められてるが、ここパンボチェはお店に凍

った水牛肉と鶏肉しかない。2 キロほど買う。 

パンボチェは 3900m、とりあえず今回の遠征で最高地点。調子を整えるため、体重を落とすた

めにも裏山を登った。標高差にして 300m ほど登ると雪が降ってきた。気温もかなり下がって

きた。 

宿に帰ると父も散歩に行くというので付き合う。少し歩くと横に転がっている石を「ザックのな

かに入れてくれ」という。調子がいいので負荷をかけて歩きたいのだろうが、それは散歩の域

をこえている。調子を崩さないか心配になり最初は反対した。 

しかし、父の調子がそれほどいいのなら、と思い大きな石を 3 個ほど入れる。 

それでもそれほど歩くスピードが変わらない。よっぽど今回は調子がいいのだなと思った。1

時間ほどして宿に戻る。 
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明日から今回のコンマラスキーのベースとも言えるディンボチェだ、4000m を超えるので早々

に夕食後就寝する 
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4 月 26 日 

ギャンズマ→デボチェ 

天気 晴れ 

5:00 起床 6:00 朝食 7:00 ギャンズマ出発  8:30 プンキテンガ着 9:15 プンキテンガ出発 

12:08 タンボチェ着 昼食  14:00 タンボチェ出発  14:15 デボチェ着 18:00 夕食 

20:00 就寝 

 

今日の行動が中盤以降を予見する。 

今回の最も高度差が多い、プンキテンガからタンボチェまでの坂、標高差にして 600m。ここを

うまく超える事が出来たらディンボチェまでの道が見えてくるだろう。 

トレッキングのハイライトとも言える。 

ギャンズマからプンキテンガまで標高にして 300m ほど降りる。誰かギャンズマから谷を越え

てターザンロープでも張ってくれないかといつも思う。降りてまた上がるのがもったいない。 

それでもプンキテンガには 1 時間半ほどついた。 

体制を整えてからタンボチェまでの坂をあがる。 

それにしてもシャクナゲがキレイだ！今がプンキテンガの満開時期だろう。タンボチェまでの

登りはカンテガを横に見ながら上がる。何度もスッチバックを繰り返す上り坂、カンテガ方面で

折り返すところにシャクナゲがあればこれだけでヒマラヤまでトレッキングをしにきて良かった

と思う。 

ただこの上り坂はエベレスト街道で一番埃っぽい道でもある。 

ヤックや他の大きなツアーグループとすれ違う度、霧のような埃が舞う。 

この埃が厄介であんまり吸い込むとクンブ咳と呼ばれる咳が止まらなくなる。なるべく吸い込

まないようにマスクをする。 

お父さんの調子の良さは今回際立っている！ 

プンキテンガからタンボチェまで 4 時間以上を考えていて、昼過ぎの 13 時につけばいいなと

思っていたが 12 時に到着。 

タンボチェに着くと晴れ渡った空がエベレストまで続いていた。丁度いいので記念撮影や遠征

にご提供いただいた製品の撮影をおこなった。 

タンボチェといえばチキンカレー。 

ラクパテンジンさんの息子さんのお嫁さんの妹さんがタンボチェゲストハウスを経営している。 

ここのトマトベースのチキンカレーが絶品で楽しみにしていた。 

早速オーダーした 

かなり待たされたが、待った甲斐がある美味しさ！タンボチェゲストハウスのチキンカレーを

食べずにここを通りすぎることはできない。 

今日宿泊のデボチェはタンボチェから 15 分程下がった所にある。 
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タンボチェはクンブ地方でも有名な寺院、デボチェその下にあるデボチェには尼寺がある。確

かにタンボチェは丘の上にあり景色がいいが埃っぽい。人も多い。 

その点、デボチェは緑が多く風も遮られているのでおちついている 

予定よりも早い到着で余裕があったのでシャワーを浴びた 
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