
主催 埼玉チョー･オユー登山プロジェクトチーム２００９

後援 埼玉県山岳連盟海外登山委員会 隊長 60

期間 平成２１年９月６日～１０月４日　（２９日間） 隊員 62

 

目的 ①中国チベットよりチョー･ｵユー（8201ｍ）登頂

②団塊の世代の手作りによる8000ｍ峰へのチャレンジ

1 　　　　9999////6666 成田　～　バンコク ＴＧ-677 空港

2 バンコク　～　カトマンズ ＴＧ-319 ﾎﾃﾙ

3 カトマンズ滞在 ﾎﾃﾙ

4 カトマンズ滞在 ﾎﾃﾙ

5 カトマンズ　～　ニャラム 車移動 3,750 ﾎﾃﾙ

6 ニャラム　高度順化 4,000 ﾎﾃﾙ

7 ニャラム　～　ティンリー 車移動 4,350 ﾛｯｼﾞ

8 ティンリー　高度順化 4,700 ﾛｯｼﾞ

9 ティンリー　～ＴＢＣ 車移動 4,800 ﾃﾝﾄ

10 ＴＢＣ　　　　高度順化 5,000 ﾃﾝﾄ

11 ＴＢＣ～中間キャンプ　 5,250 ﾃﾝﾄ

12 中間キャンプ　～　ＡＢＣ 5,600 ﾃﾝﾄ

13 ＡＢＣ滞在 ﾃﾝﾄ

14 ＡＢＣ　～　ABC・C１中間　高度順化 6,000 ﾃﾝﾄ

15 ＡＢＣ滞在 5,600 ﾃﾝﾄ

16 ＡＢＣ　～　Ｃ１ 6,400 ﾃﾝﾄ

17 Ｃ１　～　ＡＢＣ 5,600 ﾃﾝﾄ

18 ＡＢＣ滞在 ﾃﾝﾄ

19 ＡＢＣ滞在 ﾃﾝﾄ

20 ＡＢＣ　～　Ｃ1 6,400 ﾃﾝﾄ

21 Ｃ１　　～　Ｃ２ 7,200 ﾃﾝﾄ

22 Ｃ２　～　頂上　～　Ｃ１ 8,201 ﾃﾝﾄ

23 Ｃ１　～　ＡＢＣ 5,600 ﾃﾝﾄ

24 ＡＢＣ滞在 ﾃﾝﾄ

25 後半車移動 2,350 ﾎﾃﾙ

26  10/1 10/1 10/1 10/1 ザンムー　～　カトマンズ 車移動 ﾎﾃﾙ

27 カトマンズ　滞在 ﾎﾃﾙ

28 カトマンズ　～　バンコク ＴＧ-320 機内

29 バンコク　～　成田 ＴＧ-642 自宅
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④自然環境に配慮し、少人数による短期間登山の実践
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当初計画では予備日含めて３５日間・９月２９日登頂の計画であったが、天候悪化が予想されたため、登頂を２日繰り上げた。そのためＣ３設営を

中止し、Ｃ２よりロングアタックをかけ、Ｃ１まで下降した。その結果、全行程が短縮され２９日間となった。

（予備日）
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09090909////08080808～～～～09090909　　　　 カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ滞在滞在滞在滞在

09090909////10101010　　　　　　　　　　　　　　　　カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ～～～～ニャラムニャラムニャラムニャラム

登山用具店が多い　日本の半額以下

バスに乗って出発

メニューも味も日本と違わない

　　　　　　　　　　現地のエージェントを訪ねる

成田を15：55に出発、バン

コクによる１０時頃到着。

空港内で朝まで仮眠。翌

日、午前中のカトマンズ行

きに乗り換え、お昼過ぎに

カトマンズに到着。標高は

1300ｍ、軽井沢といったと

ころ。気温は高いわりには

カラッとしていますね。

日本大使館　藤原公使を訪ねる

　　　　　　　　　　　　　　　　　ガンジュンホテル

カトマンズの繁華街

カトマンズ市内

早朝バスに乗り込み出発。

11：00、ネパールと中国の

国境に到着。ネパール側は

比較的簡単に通過できまし

たが、中国側は厳重で時間

もかかりました。屋上から

機関銃の筒が覗いていま

す。写真撮影も禁止とのこ

と。ランクルに乗り換えて

から、中国側チベット登山

協会の指示で突然ザンムー

をとばしてニャラムまで足

を伸ばすことになり、深い

谷あいの道をひた走り、日

も暮れた６じ時にやっと

ニャラムに到着しました。

たいへんお疲れの１日でし

た。

カトマンズに着いた翌日、

日本大使館の藤原公使を訪

ねました。何かあったら中

国大使館と連絡を取って対

処しますとのこと。なんと

も心強いですねェ。午後か

ら市内見学。登山用具店が

所狭しと並んでいる。値段

は日本の半額くらい。中国

の縫製業者がパテント料を

払わずに闇で横流ししてい

るものとか。真偽のほどは

判りませんが。手にとって

見ても全く見分けがつきま

せんネ。９日に今回お世話

になるネパールのエージェ

ントを訪ね、シェルパの顔

合わせや共同装備や食料の

チェックを行った。また、

カトマンズの食事は朝食以

外すべて町に出ての外食。

写真のような日本食レスト

ランが４～５軒ほどあり、

メニューも味も日本と変わ

りません。これはたいへん

助かりました。

09090909////07070707　　　　　　　　　　　　　　　　カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ入入入入りりりり

和食料理店が４～５軒あり不自由しない



09090909////11111111　　　　　　　　ニャラムニャラムニャラムニャラム滞在滞在滞在滞在

09090909////12121212　　　　　　　　　　　　　　　　ニャラムニャラムニャラムニャラム～～～～ティンリーティンリーティンリーティンリー

09090909////13131313　　　　　　　　　　　　　　　　ティンリーティンリーティンリーティンリー滞在滞在滞在滞在

09090909////14141414　　　　　　　　　　　　　　　　ティンリーティンリーティンリーティンリー～～～～TBCTBCTBCTBC

ティンリーの町 近郊の山の上からチョー・オユーを見る

チョー・オユーのアップ TBCに到着　何もない平原の真ん中

トンラ峠からシシャパンマ 初めてチョー・オユー（右端）が見えた！

チベット高原のかなたのエベレスト（中央） ティンリー到着　ロッジは広くてきれい

エーデルワイスが咲いていた

ニャラムの町 車の９割はトヨタのランクル

高度順化で近くの山に登る

７時過ぎには、ティンリー

を出発。チベット高原の真

ん中の一本道を土煙を上げ

てガンガン飛ばす。９時半

にはＴＢＣに到着。後ろの

小山の中腹には中国軍の監

視所があり、撮影禁止との

こと。午後はお昼寝。

ニャラムは標高3750ｍ、富

士山の頂上とちょうど同じ

高度です。風間隊員は朝か

ちょっと頭痛、高山病の症

状が早々出てきました。ダ

イアモックス半錠服用。今

日はそこから高度順化のた

めに近くの山に登ります。

富士山とは違い、4000ｍを

越してもきれいなお花畑が

広がっており、天気もよ

く、とても楽しいハイキン

グでした。朝晩の食事はホ

テルの向かい側のレストラ

ンでとりましたが、イカ・

えびなどの海産物がありま

せん。かわりばえのしない

中華ばかりで、ちょっと辟

易です。

８時、高度順化のため近く

の山に出発。４７００ｍ付

近まで上りました。広大な

チベット高原の真ん中でと

ても見晴らしがよく、天気

もよく今日も楽しいハイキ

ングでした。毎日毎日よく

ピーカンが続きますねー。

７時半、ティンリーに向け

てニャラムを出発。９時前

には標高5,050ｍのトン･ラ

峠に到着。8,000ｍのシシャ

パンマが突然現れてみな大

感激でした。トン･ラ峠を越

えて広大チベット高原に入

ると、遠くにチョー・オ

ユーやエベレストまで見る

ことができ、またまた大感

激。１０時過ぎにはティン

リーのホテルに到着しまし

た。早めの昼食をすまして

から、午後は天気がよいの

で、洗濯や日向ぼっこで、

のんびり過ごしました。



09090909////15151515　　　　　　　　　　　　　　　　TBCTBCTBCTBC滞在滞在滞在滞在　　　　　　　　　　　　

09090909////16161616　　　　　　　　　　　　　　　　TBCTBCTBCTBC～～～～中間中間中間中間BCBCBCBC

09090909////17171717　　　　　　　　　　　　　　　　中間中間中間中間BCBCBCBC～～～～ABCABCABCABC

09090909////18181818～～～～20202020　　　　　　　　　　　　　　　　ABCABCABCABC滞在滞在滞在滞在

09090909////21212121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABCABCABCABC～～～～CCCC１１１１

09090909////22222222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCCC１１１１～～～～ABCABCABCABC

７時Ｃ１に向けて出発。十

分に休養したはずですが、

バテバテ、昼頃やっとの思

いでＣ１到着。シェルパは

テントの補強や飯の支度で

忙しく働いていましたが、

我々はテントでぶっ倒れて

いました。

6７00ｍ付近からABCを見下ろす

７時、高度順化のためＣ１から

上部に向けて出発。最初の雪壁

で、早くもハーハーゼーゼー。

高所での行動は、とにかく苦し

い。猛烈な寒さで、指先も凍傷

になりそう。８時半、６６００

ｍ付近で休憩、そこから折り返

し、昼過ぎＡＢＣに戻りまし

た。

今日からは徒歩。テントを

撤収して８時出発。軍の駐

屯地まで平坦な砂利道を１

時間、そこで砂利道は途切

れ、氷河の左端にルートを

とる。１２時半、ＡＢＣ到

着。先発シェルパが張った

テントで休憩。

TBCから行く手を見上げる

C１から頂上を見上げる C１から見た氷河対岸のチョーアウイ

祭礼が終わると高々と旗を揚げる

ABCに到着チョーオユーが間近に迫る

高度順化のためC１上部まであがった

今日から３日間は、高度順応の

ためＡＢＣ滞在です。１日目完

全休養。２日目足慣らしでＣ１

途中まで往復。３日目はラマ教

の安全祈願祭礼。シェルパは、

ラマ様のお告げでダメとでた日

はテコでも動きません。日程調

整は大変です。

中間BC茶店のきれいなおねェさん

ラマ教の安全祈願祭礼に参列

食堂テントを建設　

中間BC（5250m）の全景 　　　　　　　　　　荷はヤクに背負わせる

初めて建設した食堂テント

は明るく広くて快適そのも

の。メニューも日本食が中

心、中華に飽き飽きしてい

たので、ベリグーでした。

午前中軽く足慣らし、今日

も午後はのんびりお昼寝で

す。

昨日までは車移動、今日か

らは徒歩、のはずでした

が、人間は車がチャーター

できました。荷物はヤク８

頭に積んで出発。車は９時

に、ヤクは昼頃に到着。



09090909////23232323～～～～24242424　　　　　　　　ABCABCABCABC滞在滞在滞在滞在（（（（休養休養休養休養））））

09090909////25252525　　　　　　　　　　　　　　　　アタックアタックアタックアタックにににに出発出発出発出発　　　　ABCABCABCABC～～～～CCCC１１１１

  

09090909////26262626　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCCC１１１１～～～～CCCC２２２２

09090909////27272727　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCCC２２２２～～～～頂上頂上頂上頂上～～～～CCCC１１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ２到着　　　　　　　　Ｃ１～Ｃ２に続く雪稜うを行

和食中心で食欲旺盛　今日はざるそば

２日間ＡＢＣで休養。シェ

ルパ同士の情報交換で２８

日から天気が崩れるとの情

報が入り、緊急打ち合わ

せ。Ｃ３をとばしてＣ２か

らロングアタックをかける

ことで１日短縮したいとの

隊長判断、皆了承。

頂上西面の風景 頂上直下」からABC方面を見下ろす

C３からC２の雪壁を振り返る C２に帰還

好天続き　　のんびり寝袋干し

１０時ヘッドランプを点けて、

Ｃ２を出発。日付が変わった深

夜１時Ｃ３に到着。真っ暗な上

を見上げるとロックバンドに続

く急峻な雪壁に、Ｃ３から出発

したパーティーのランプがゆら

ゆらと揺れながら上ってゆく。

それがとても幻想的でした。し

ばらくフィックスロープを黙々

とユマーリングで登る。ロック

バンド手前あたりで喘ぎ喘ぎ

登っている先行パーティーを

次々に追い越して、３時に核心

部のロックバンドに到着。細か

いスタンスにアイゼンの出っ歯

を引っ掛け快適に乗っ越す。ク

ロアール状の出口で韓国隊がも

たつき私たちは壁の真ん中で辛

い順番待ちを強いられました

が、それがかえって呼吸を整え

ることができ、私たちは俄然元

気を取り戻しました。韓国隊を

追い越し、頂上への緩やかな雪

面を登ってゆく頃には地平線が

白み始め、ゆっくりと夜が明け

始めました。５時半、急に傾斜

が落ち、広大な雪田に到着。右

に９０度折れて、ふみ跡を丹念

に辿ったところで、６時、突然

視界が開け、目の前にエベレス

トが現れた。頂上だ！

６時起床、８時アイゼン・ピッ

ケル・ハーネスで完全武装、Ｃ

２に向け出発。１２時半Ｃ２到

着。今夜半から頂上アタックな

ので、早めの夕食のあと仮眠に

努めましたが、酸素ボンベを背

負い、マスクを着けたままなの

で、なかなか眠れません。

本日から待ちに待ったアタック

に出発です。もう後戻りも停滞

も許されません。９時ＡＢＣを

出発。高度順応がうまくいった

からか、休養が十分だたから

か、前回より全然楽に動けま

す。１時間短縮して、１時過ぎ

にはＣ１に到着しました。

エベレストが見えた！頂上だ！ 県岳連旗を掲げてパチリ

C１に到着した大山隊長 C１に到着した風間隊員



09090909////28282828　　　　　　　　　　　　　　　　CCCC１１１１～～～～ABCABCABCABC

09090909////29292929～～～～30   30   30   30   ABCABCABCABC～～～～下山下山下山下山

ヤクの手配や中間ＢＣからの車

の手配などの関係で、下山が１

日延び、２９日はＡＢＣで滞在

となりました。３０日、天気は

予想とおり悪化しており、

チョー・オユーの頂上は雲の中

で見えません。５時起床、暗い

なかＡＢＣを撤収。６時にＡＢ

Ｃを出発。氷河の右端を下る。

下るごとに雲が切れだし、また

青空が顔をだす。のんびり中間

ＢＣまで下る。中間ＢＣからこ

こでは珍しいパジェロに乗り、

ＴＢＣ、ティンリーを経由して

チベット国境のコダリーへ。パ

ジェロがたびたび故障で止ま

り、ホテルに入ったのは夜の８

時すぎでした。コダリーで１泊

して、１日朝８時、出国手続き

に向かう。銃を持った中国兵監

視の中、長蛇の列で延々２時間

かかってやっと国境を越えた。

例によってネパール側の検査は

簡単に通過、一路カトマンズを

めざす。５時、カトマンズ着。

早く降りてきたので予約のホテ

ルの空きがなく、チベットホテ

ルに変更になりましたが、なか

なかよいホテルでした。２日は

買い物。３日カトマンズを出

発。バンコク経由で、４日朝成

田に着きました。

氷河から上部を振り返る 中間ＢＣへの砂利道を下る

C１から頂上を見上げるC１全景

C１～ABC途中のの氷河を下る 氷河から上を見上げる

さらばチョー・オユー チベットとネパール国境の橋

氷河を下るABCの撤収

池塘の間を下る 登頂祝いのケーキに入刀

午後２時、Ｃ１に到着。雪壁に

張られた細いフィックスにカラ

ビナを通しただけの下山は、緊

張の連続でした。登り１０００

ｍ、８時間、下り１８００ｍ、

８時間、昨夜のＣ２出発から１

６時間後の帰還でした。２８日

朝、Ｃ１を撤収してＡＢＣに向

かう。もう先を急ぐ必要がない

のでのんびり写真を撮りながら

の下山でした。途中、日本の公

募隊のメンバーと会い、登頂を

祝福をうけました。私たちは天

候悪化を予測して、予定を早め

ての登頂でしたが、彼らは逆に

遅らせて１０月１日登頂予定と

のことでした。激励して分かれ

る。キッチンボーイが暖かいミ

ルクティーの入ったポットを

持って出迎えに来る。そこで大

休憩をとって、昼頃にＡＢＣに

到着。ただ、ずっといっしょの

行動していたフランス人のパト

リックが登頂までに２時間近く

遅れ、昨日中にＣ１まで降りら

れずシェルパとＣ２で泊まった

との無線連絡が入っており、

ちょっと心配…。暗くなりかけ

た５時半に、パトリックが戻

り、夜にやっと登頂祝いのケー

キに入刀できました。


