
２０１６年４月１８日～５月１２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、時には一日二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ほ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。ぎゃく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はに父が	 

「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

サーからまかなわれいて、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。そのせいかとても大繁盛している。	 

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)	 

おいしいくできた！	 

	 

	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

 


