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（報告） ２０１７年秋 ロルワリン谷 ヤルンＢＣ往復 （カトマンズ発着 12日間） 

 

 

セーター植物 トウヒレンの一種 ヤルンＢＣ上部４９００ｍにて 

 

目標：ロルワリン谷、ヤルンＢＣ往復 

期間：２０１７年１０月１０日～１０月２１日  

メンバー：米倉幸夫、 パサン・カミ・シェルパ (ガイド・ポーター兼) 

 

カトマンズの北東約１００キロに位置するロルワリン山群は、ロッジが整備されていないのでテ

ント泊になると思いこみ足を向けたことがなかったが、トゥロブギン峠に案内してくれたガイド

のパサン・カミ・シェルパが、妻はロルワリン出身で昔からのシェルパの暮らしぶり残っている

所だという。知り合いがたくさんいるからテントを持たずロッジ、ティーハウス、民泊で大丈夫。 

ガイドとポーターの２役をするから行きませんかという。帰国便に間に合うようにトゥロブギン

峠から戻って 3日後にロルワリンにむけて出発することにした。 

 

行程： 

１０月１０日 曇りのち雨 カトマンズ～（バス）ゴンガルコーラ（1250m） 

朝６時半タマ・コシ上流ゴンガルコーラに向かうローカルバスに乗る。途中標高２５００メート

ルの尾根を越え標高１９００メートルのチャリコトの町までは舗装の痕跡が残る道をひた走る

が、その先はタマ・コシに沿って北上する未舗装道。中国水電による大規模な発電所建設工事が
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進むゴンガルコーラに着いたのは１２時間後の夕暮れ時だった。ダム工事現場の作業員が飲みに

来る宿屋の２階の木の寝台は短くて足を延ばせなかったが、雷雨の中、ほかに移る気もしない。 

 

１０月１１日 雨のち晴れ ゴンガルコーラ～シミ(1950m） 

タマ・コシ右岸を上流に向かって自動車道を歩くこと１時間、チェチェット（1380m）で吊橋

を左岸に渡るとシミへの急登が始まる。スイスの援助による、崩落の起こりやすい旧道を改修し

た要所に鉄柵までついたコンクリートの階段が延々と上に伸びている。２時間でタマン族、さら

に１時間上るとシェルパ族の住む集落シミに至る。ここの僧堂は２０１５年の地震で倒壊し再建

を待っている。併設の小学校は、日本の山岳６団体（ＪＡＣ、日山協、労山、日本ヒマラヤ協会、

日本プロガイド協会、日本ヒマラヤアドベンチャートラスト）の寄付で昨年再建された。冬季に

教室の暖房のためにと屋根にソーラー発電パネルを乗せた立派なものだ。ロッジ泊、バケツの湯

で体を洗う。 

  

シミ 村                 シミの小学校 日本の山岳６団体の援助 

 

日没寸前に駐ネパール、フリーデン・スイス大使他ポーター含め７名が大汗をかいて下ってきた。

大使は復興援助事業の進捗状況視察で現場担当者に直接指示をしていた。ヤルン・リ（5647m）

の登頂も果たし帰路はダルドゥンダンダの尾根にとりつき、テントで一泊しダルドゥン・ラ

（3976m）からシミに降りてきたとのこと。足首あたりがヒルで血に染まっている。下降路を

探すのに４時間迷い行動９時間、降雨で苦労したが今朝ほんの一瞬雲が切れてガウリサンカール

がよく見えたと笑う気さくな好漢だ。スイスからの震災後の援助について話が弾んだ。 

夜半ラマ僧の一行がカトマンズから戻ってきた。夕刻チェチェットでバスを降り一気にシミまで

登ってきたのだ。中心はロルワリン・リンポチェと慕われる精悍な５０代と思しきナワン・テン

ジン・ラマ。後にベディン滞在中何度も会うことになる。 

 

１０月１２日 晴れのち雨 シミ～ドンガン（2800m） 

０６：００紅茶を飲んで出発。村はずれの展望台（2030m）からガウリサンカール（7134m）

の頂が見える。緩やかな登り道、シャクナゲ、栂などの密林で蝉が大合唱。3時間歩いてスルム

チェ（2700m）でビスケットの朝食。さらに２時間のキャルチェ（2760m）に新しいロッジが

建っており、谷奥にチェキゴ（6257m）の頂が見える。午後１時ロルワリンコラ左岸、ドンカ

ン（2800m）のロッジに入り洗濯。夕方から降雨。キッチンのストーブ脇に陣取ってスクティ(干
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し肉)でロキシー。酒好きのネパール人ガイドやポーターが集まってくる。こういう場での情報

交換は何かと役に立つ。眠りを奔流の音が妨げる。 

 

１０月１３日 晴れのち曇り夕刻雨 ドンカン～ベディン（3740m） 

０６：００水筒にミルクティーを詰めて出発。目的のベディンまでロッジはないが、中間地点タ

ンティンカルカ（3000m）に季節営業の茶店が開いていた。雨のときなど、ベッドはないが１

０人ぐらいは雑魚寝できそうだ。ベディン手前の１５戸ほどの小集落ラムディン（3600m）は

２０１５年の地震で上部の岸壁が崩落して被災、今は無住となっている。午後一時ロルワリン谷

第一の集落ベディン着。チベットに仏教を伝えたパドマサンバヴァが籠って修行したといわれる

窟屋があり、数百年前の創建と伝えられる僧院もある。１５０戸、人口約３００のシェルパの集

落だが、移住、出稼ぎ、就学、就労などで集落を離れるものが多く高齢化と過疎化が進み空き家

が増えている。複数のロッジがあるがパサン・カミ・シェルパが懇意にしている民家に泊まる。

後で知るのだがそこはシミで出会ったロルワリン・リンポチェの生家で師の兄の未亡人が娘と住

んでいる。リンポチェは隣接の庵に住み食事を生家でとるので朝晩顔を合わせることになった。

夕食時リンポチェが若い小柄な英国人女性を伴ってきた。昨年僧院付属の寄宿制の小学校でボラ

ンティアの英語教師をして、今回は村の背後の岸壁の棚にある僧房に一人で 6週間籠るという。

夕食はリンポチェ自らが伸ばして引きちぎったシャクパ（すいとん）。 

   

ベディンの僧院 震災後再建           ベディンにて シャクパを作る娘  

１０月１４日 曇りのち晴れ ベディン～ナ（4180m） 

午前０７：３０僧院訪問。１０人のヤルンリ登山グループがリンポチェの祈祷を受けていた。前

夜会った英国人女性も結跏趺坐で参じている。この僧堂も２０１５年の地震で被災したが、各国

からの援助で２０１６年には旧をしのぐ規模で再建され、傷んでいた天井画、壁画の修復も終え

ていた。宿に戻って朝食。０９：３０谷最奥の集落ナに向けて出発。スイス援助の道路整備工事

が住民の手によって進行中。力仕事だが男が少ないので中高年シェルパニが混じっている。大き

く開けたＵ字谷の扇状地にヤク、ナク、ゾッキョ、ウシのカルカが広がる“ナ”は標高４１８０

ｍの１５戸ほどの最奥の集落。冬には大半は家畜とともにベディンに下り、越冬するのは数戸の

み。村の北側には左からチェキゴ（6257m）、バモンゴ（6400m）、カンナチュゴ（6737m）が

屏風のようにそびえ寒風を遮っている。１２：３０未亡人と娘がやっている小さなロッジに投宿。

テシラプチャを越えるという快活なドイツ人青年二人も同宿。夕方寒くなったが４０００ｍを超

える標高を考え禁酒。 
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ナ（4180m） のロッジ  背後カンチュナゴ（6737m） 

 

１０月１５日 晴 ナ～ツォロルパ湖（4540m）往復～ロルワリンコラ左岸（4600m） 

未明氷点下２度。夜明けとともに、１リットルのミルクティーを保温水筒に詰めて、温暖化によ

る崩壊の危険を指摘されていたツォ・ロルパ（4540m）に向かう。 
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ツォロルパ湖(4540m)      奥左パルチェモ(6273m)  右ピグフェラゴ・シャール(6790m) 

０９：００ツォブジェ（6686m）の大岩壁の基部のエンドモレーンを上りきると眼前に湖面が

広がった。世界銀行の支援で作られた水門が水位を数メートル下げ大氷河湖の決壊を防いでいる。

湖面南東遠くにピグフェラゴ・シャール（6719m）、パルチェモ（6273m）が聳える。ビスケッ

トの朝食後往路を戻り１１：３０ナに帰還。 

好天が続きそうなので二人用の軽テントと１泊分の食料と水と火器、寝袋だけをもって、ガウリ

サンカールの暮景と暁景を見るのに最適の場所を探して泊まることにした。１４：３０ナから左

岸にわたってＵ字谷の南側斜面を斜上する。はじめはヤクが草を求めて移動する踏み跡をたどっ

たが、４５００メートルあたりから岩と苔のガレ場の横断となった。１７：３０落石を受けるリ

スクの少ない場所（4600m）を整地してテントを張った。土地勘のあるベテランガイドの存在

は誠に心強い。眼下にロルワリンコラ、ベディン、ナの集落、カルカが広がる。終日快晴に恵ま

れガウリサンカールの複雑な山容が夕陽、朝陽に様相を変えるのを見ることができたのは幸運だ

った。満天の星空。 

 

チェキマゴ(6259m)南西面夕景 ドルジェファグモ北陵４６００ｍ付近より 
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ガウリサンカール（7134m） 南東面 朝 ロルワリンコラ左岸標高４６００ｍより 

 

１０月１６日 晴れのち曇り ロルワリンコラ左岸～ナ(4180m)～ヤルンＢＣ（4900ｍ） 

０６：００ 外に置いた水筒は半分凍っていた。紅茶を飲みながらガウリサンカールに陽が射し

始めるのを眺め、０７：００テントをたたむ。０９：００ナ帰着。ヤルンＢＣ１泊の予定で再び

一泊分の装備食料を携えて１１：００ナを発つ。ルートの要所にはケルンもあり道ははっきりし

ている。標高４６００ｍまで急登で後はなだらかになるが、今季初めての高度で空気の薄さに息

を荒げながら一歩一歩上る。１５：００、かつて氷河湖だったと思われる広い窪地、ヤルンＢＣ

（4800m）に着いたが、眺望を求めてさらに東側の斜面を１００メートルほど上昇して幕営。

１６：００辺りは霧に包まれると急に寒くなってきた。高度順応のために大量摂取した水がしき

りに排出を求める。夜半にテントを出て頭上に煌く銀河に心を強く揺さぶられた。数万年前の輝

きの帯の端っこの方に、地球という太陽系の青い惑星があって、そこで４０億年前に生まれた生

命からＤＮＡのバトンを引き継いだ７０歳の走者が退出寸前に、地球の表面の微かな皺ヒマラヤ

山脈の隙間から、万物の来し方を眺めている。思わず調子外れの星巡りの歌を歌い始めると、パ

サンがサーブの頭が高度の影響でおかしくなったかと心配してテントから出てきた。 
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ツォブチェ(6684m)南西面  左 リピモ氷河 ヤルンＢＣ(4800m)より 

 

１０月１７日 晴れのち曇り ヤルンＢＣ付近～ナ（4180m） 

未明ヘッドライトをつけて払暁の眺望を求めてさらに南東の尾根を５１００ｍまで登った。前日

霧に隠れてよく見えなかったチェキマゴ（6259m）がヤルン氷河を隔てた目の前にそそり立っ

ていた。トレッキングピークとして人気のヤルンリ（5647m）は傾斜の緩い氷河を上るので容

易に頂に立てそうだがそこからドルジェファグモ(5636m)の陰になってガウリサンカールは見

えないだろう。写真を撮ってテントに戻る。テントの周辺には白いセーター植物ワタゲトウヒレ

ンの群落があった。シリアルとインスタントスープの朝食のあと、テントをたたんで０９：３０

帰路に就く。ナに向かって急坂を下っているときにチェキマゴ上部の懸垂氷河が崩れ落ちて下の

雪壁の全体を覆う大雪崩となった。１２：００ナ着。洗濯をして干すが日が陰って乾ききらない

ので、速乾下着の上に半渇きの衣類を着てキッチンのストーブの前に陣取って着干。道路工事に

出ていた母親が帰ってきてお手製のチャンを薦める。チョチョットからゾッキョの背で運んだ米

で作ったという。標高が高く涼しいので醸すのに時間がかかるが美味しく仕上がるという。７月

に造って３か月プラ樽で保存していたものを、シェルパ流に温めて飲むと酸味薄い上等なドブロ

クの風味だ。明日からは下るだけ、今宵はこれで暖を取ることにする。庭先の石積みの壁にポリ

エチレンらしいフィルムで屋根を付けた３０㎡程度の温室が目についた。オランダ人が資材をも

ってきて一年前に作ってくれたという。のぞくと緑の葉物が良く育っている。栽培の技術支援は

全くなかったので今年の春からこの温室を三軒で使って何が育つか手探りでやっているという。

標高４１８０メートルの地でトレッカー向けに野菜を自給できるようになれば素晴らしいこと

だが、持続できるように経験者の技術援助が必要だ。 
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チェキマゴ(6259m)とヤルン氷河 早朝  ヤルンＢＣ上部 ５１００ｍより 

 

 

 ヤルンリ(5647m),   ドルジェファグモ(5618m),        ガウリサンカール(7134m) 
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ナのロッジの看板娘          野菜栽培温室  ナ (4180m) 

 

 

１０月１８日 曇りのち晴れのち曇り ナ～ベディン（3740m） 

ゆっくりとパンケーキの朝食を取り０９：００ぶらぶらと下る。途中にパドマサンバヴァが修行

したという窟屋まで登ってみた。今そこには小さな僧房があり３年３か月と３日誰とも話さない

という孤独の修行をしている僧が、ナの村人が持ってくる食物を受ける以外は誰とも会わない生

活をしているという。正午に往路泊まった民家に到着。昼食後工事中の僧院付属の学校に向かう。

僧院前でロルワリン・リンポチェと出会い学校の案内をしてもらえることになった。最初にスロ

バキア人夫妻の援助で学校ができたときからの歴史から現在日本とシンガポールからの支援で

教室の再建が叶い寄宿舎、キッチン、食堂、図書室の建設が進められているさまを見聞きし、生

徒が授業を受けている教室にも案内された。

 

僧院付属の小学校 生徒も塗装工事に参加中 

家庭的、経済的に恵まれない子どもが対象で、２５人が寄宿舎に住んで衣食住無料でネパール語

での授業、英語の授業、仏教の三部構成で、課程を修了した後の進路は自由。経費を外国からの

寄付で賄っているとのこと。師のこの地の住民に対する深い熱い思いが伝わってくる。リンポチ

ェ自身幼時ターメの寺に入り、南インドの寺に無料で寄宿して教育を受けた経歴があり、自分が

受けたことを郷里の子にもしたいという。堂内に座して祈るより私にはやらなければならないこ

とが山ほどあるといって休みなく動きまわっている。師は坊さん、村長、出納長、教育長、建設

部長、保健部長、広報部長のような仕事を一手にやっている印象だ。師が今渇望しているのは休

止状態の水力発電の再稼働である。ノルウエーからの援助で作ったベディンの水力発電所が一旦

稼働したのに冬季の渇水などの理由から停止したままで各戸まで巡らせた配電網も役に立って

いないのだ。過疎化が進む郷里で自然環境と調和した伝統的生活様式と精神文化を、現代文明、

情報化社会とどう折り合いをつけていくか真剣に悩みながら考えて行動している。夕食はトゥク

パ（煮込み麺）。燗したロキシーをすすりながらリンポチェの学校での話の続きを聞く。 
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１０月１９日 晴れ ベディン～ドンガン～スルムチェ（2700m） 

０８：００旅路の平安祈願のカタをかけてもらい民泊を辞した。タンティンカルカ(3000m) 

の手前で両手にストックだけを持ち一人のガイドに見守られ、ゆっくりゆっくり上ってくる老ト

レッカーに出会った。声をかけると日本人、関西学院大山岳部ＯＢの南井英弘さん（８２）だっ

た。しばしの立ち話で、故田辺治氏への賛辞をいただき、後輩の七光りで私までがいっぱしの岳

人であるかのように対していただいた。氏は２００６年の関学熟年ＯＢによるマナスル登頂時の

隊長である。御年私より一回り上ながらほぼ同じルートをガイド１名のみとトレッキングしてい

る。何度か口にされたのが自己判断と自己責任。普通のコースタイムの倍をかけて行きたいとい

う希望に、ポーター兼務の支援（失礼）を請け負ったという屈強なシェルパの笑顔も、わたくし

の介護を請け負ったパサンに負けずさわやかなものだった。これが今回ネパールにきて始めて出

会った日本人だったが、その１時間後に荷駄隊とともに登ってくる若い日本人パーティーにも出

会った。テシラプチャ越えかと問うと名大環境科学研でツォロルパの奥、ドゥラムバオ氷河の調

査に約１カ月行くという。また良い仕事をしてくれることを願う。翌日以降の行程を楽にするた

めに、スルムチェまで足を延ばした。 

 

ガウリサンカール（7134m）南面 タンティンカルカ付近３１００ｍより 

１０月２０日 晴れ時々曇りスルムチェ～ゴングルコーラ～（バス）チャリコト（1900m） 

帰り足は速くなる。往路の１２時間のバスは堪えたので今日中に舗装道路のはじまるチャリコト

まで行こうと休憩時間を減らして下った。タマ・コシに出てガングルコーラでローカルバスの到

着を待つ。ティハール祭のティカの日で満員のローカルバスに強引に乗った。暗くなってからチ

ャリコットに着いて宿を探すが、ほとんどのヒンズー教徒の店、宿は従業員がいなくて休業。か

ろうじて開いていたゲストハウスに部屋を見つけたが、普段キッチンに入ることのない女主人は

２時間かけてもダルバートを作れないありさま。待つ間にビールの空き瓶がテーブルの上に並ん

だ。通りでは若い男女グループが歌って踊っている。 
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ソバの花 シミ(1900m)にて 

 

１０月２１日 チャリコト～カトマンズ（１３５０ｍ）晴れ時々曇り 

始発の７時のバスを待つ間、思いがけずガウリサンカールの朝焼けを遠望することができた。１

５時カトマンズ着。定宿に空室がなくデポした荷をもってほかに移る。パサンと別れ、インター

ネットにつなげてメールを読み返事をする。ロルワリン地区の携帯電話サービスはネパールテレ

コム、ナマステがあるが、私の契約した NCELLの電波中継はなく、用があるときはロッジオ

ーナーに代わりに用を足してもらった。電波がないという環境はもう地球上で得難くなっている

ので、電話やメールから解放された３週間は大変心地よかった。帰国便は３日後、ゆっくりと洗

濯、散髪、荷物を整理する。同時期にスリンギヒマールに行っていた渡部、中田、山崎の３氏も

カトマンズに戻たようだし久しぶりに・・！！ 

 （シェルパブルワリ―社のクンブケルシュとレッドエールはクラ

フトビール風で素晴らしかった。ネパール産のビールでは一押しです。） 

 

感想 

ロルワリンはチェチェットから先は全域バイクも入れないので静かな趣のあるトレッキングを

堪能できた。往路を戻るというのは趣味に合わないがテシラプチャ峠（５７５５ｍ）を越える日

程が取れなかった。その代りにナのロッジをベースに体調や天候応じてあちこち日帰りや一泊の

高所ハイキングに出かけられる自由度があり、ゆっくりとした日程で懐かしい昔ながらのシェル

パの生活に触れることができたのは幸いだった。今回は行かなかったが、聞くとリピモ氷河沿い
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のドゥドゥポカリも眺めが素晴らしいとのこと。 

４０００メートルを超えた場所での生活は女が管理するジャガイモとナク（雌ヤク）が命綱で、

糞が肥料と燃料となり、その乳製品バター、チーズ、毛織物が収入源。男は以前ヤクの背に荷を

積んで交易に出たが、北方の国境が封鎖された今は、登山ガイド、ポーターの仕事のほか、都会

や海外に出稼ぎに行くようになった。車が入ってこなくてもスマホに電波が届けば容赦なくこの

谷の若い世代を外に連れ去る。空き家と高齢女性の住む家ばかりになった。氷が削って作った岩

の彫刻群は人の暮らしの変わり様を見守りながら峻厳と聳え立っている。 

北大、名大を中心とした調査とリスク評価から世銀の援助で予防措置としての水門が２０００年

に完成していなかったら２０１５年の地震でツォロルパ湖の１億トンの水がどうなったことや

ら。この実績はネパール政府をクーンブ地方のイムジャツォへ水門を取り付けに動かした理由の

一つだったに違いない。 

日本の山岳６団体による震災後のこの地への学校再建の援助も目に見える形で実現していた。信

大も何かできるはずだ。 

 

 

反省： 

全期間を通して体調は良好で怪我もなく高度順応もうまくいったが、この地について事前に十分

情報収集していなかったため、日々の行動でベテランガイドの経験と誠実なサービスに甘えたき

らいがある。老いても自分でできることは極力やらないと益々能力を失う。この時期の天候周期

の読みがぴったり当たって、２度の一夜のテント泊は無難に終わったが、あまりに軽装備過ぎた

かと思う。５０００メートル近いところで突然の豪雪にあったら急斜面を下ることができるのは

２－３日後になるだろうからその間は寒さと空腹で困っただろうと反省している。携帯電話は、

非常用と天気情報入手のために、事前に調査して現地で使えるものにするべきだった。 

    

 

 

*おことわり： 

本文中の標高は、市販地図の表記か、携行した腕時計型の気圧高度計の数値を１００メートル単

位で使用しましたが,十分な気圧補正を行えませんでしたので参考値としてご理解ください。 

またコースタイムも、３０分単位で丸めてあります。 

 

 

S４１入部 米倉幸夫 E-mail:  yonekura_yukio@yahoo.co.jp 
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