
「ネパール・ランタンプロジェクト、OCUAC」 
 

ーランタン谷と峰々に魅せられて、夢の途中― 

大阪市立大学山岳会  
ランタンプロジェクト 

2015ランタン・リ（7205ｍ）登山隊 
 



ランタン・リルン（7245ｍ）2015/04/18撮影 



大阪市立大学山岳部・山岳会とランタン谷 

＜大阪市立大学ランタン･リルン登山隊の経緯＞ 
    1961年 春 第１次隊・・・雪崩遭難 
    1964年 春 第２次隊 
    1978年 秋 第３次隊（初登頂に成功） 

1961年春の遭難墓名碑 
ランタン村北側に設置 
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50回忌法要 



ｼﾞｭｶﾞｰﾙ=ﾗﾝﾀﾝ山群での足跡 



2011年秋 ｸﾞﾙｶﾙﾎﾟ・ﾘ（6891ｍ） 



2011年秋 ｸﾞﾙｶﾙﾎﾟ・ﾘ（6891ｍ） 雪崩発生地点 



サルバチュム（6912m） 2012年春 



サルバチュム（6912m） 2012年春 



ドルジェラクパ（6966ｍ） 2013年春 

グルカルポリ        レンポガン          ドルジェラクパ 



ドルジェラクパ（6966ｍ） 2013年春 



ドルジェラクパ（6966ｍ） 2013年春 

グルカルポリ        レンポガン          ドルジェラクパ 
             （ランシサ氷河 奥） 



ドルジェラクパ（6966ｍ） 2013年春 



ランタン・リ（7205ｍ） 2014春  2014年4月18日 氷河キャンプより 



ランタン・リ（7205ｍ） 2014春  西南稜ルートスケッチ    



2015春 第六次ランタンプロジェクト ランタン・リ（7205ｍ）  
2015年4月20日 ヘリ機上（約4500ｍ）より 



２０１５年４月２０日ベースキャンプより南方を望む 
（ランタン氷河最奥・標高約5300ｍ 後方左はゴルダム、右遠方はランシサ・リ） 



2015春 第六次ランタンプロジェクト ランタン・リ（7205ｍ）  
2015年4月21日 ベースキャンプ建設完了！明日から登山開始！！ 



2015春 第六次ランタンプロジェクト ランタン・リ（7205ｍ）  
2015年4月22日 Ｃ１予定地へ荷揚げ 



2015春 第六次ランタンプロジェクト ランタン・リ（7205ｍ）  
2015年4月22日 Ｃ１予定地からシシャパンマ 



２０１５年４月２１日ベースキャンプより真北方向 
（ランタン氷河最奥・標高約5300ｍ 中央の雪の三角錐がランタン・リ７205ｍ） 



ランタン・リ（山頂7205ｍ～写真下端6500ｍ） 2015年4月21日 



ランタン・リ山頂付近（山頂7205ｍ～写真下端6500ｍ） 地震 前（4/21）後（4/28） 

ア
ニ
メ 



ランタン・リ（山頂7205ｍ～写真下端6500ｍ） 2015年4月28日 



ランタン・リ南西稜（6000ｍ～6500ｍ）地震前（２０１５年４月２１日） 



ランタン・リ南西稜（6000ｍ～6500ｍ）地震前後 
ア
ニ
メ 



ランタン・リ南西稜（6000ｍ～6500ｍ）地震後(２０１５年４月２６日） 



2015年4月25日 地震直後の雪崩流路（推定） 
（黄緑：尾根、赤：キャンプ・デポ地、水色：雪崩流路） 



地震に因る雪崩の直撃を免れた ランタン・リ登山隊のベースキャンプ （推定） 

（写真は2015年4月21日 BC建設日） 







            地震翌日（2015年4月25日）のベースキャンプ 



キャンジン・ゴンパの崩壊したロッジ(2015年4月29日） 



キャンジン ゴンパ （2015年4月28日） 
余震に怯えて建物から離れた所で避難生活する人々 



キャンジン ゴンパ （2015年4月28日） 
地震とリルン氷河からの雪崩に因る爆風で破壊された 



キャンジン・ゴンパのロッジ地震の前後 



キャンジン・ゴンパ 地震の前後 



破壊されたキャンジン・ゴンパの本殿 2015年4月28日 



破壊されたキャンジン・ゴンパの建物（1）2015年4月28日 

爆風に含まれ
ていた氷雪 



破壊されたキャンジン・ゴンパの建物（２）2015年4月28日 

爆風に含まれ
ていた氷雪 

ガラス窓は突
き抜けている 



破壊されたキャンジン・ゴンパの建物（３）2015年4月28日 

爆風に含まれ
ていた氷雪 



キャンジン・ゴンパの気象観測設備 地震の前後 
爆風でなぎ倒されている 



2010年5月 ランタン村 
（一次隊遭難 ５０回忌法要墓参団のヘリポートより） 



2010年5月 ＞＞ 2015年４月２９日 ランタン村 
（２枚の画像の位置関係、スケールは異なります） 

ア
ニ
メ 



2015年4月29日 ランタン村？ (ヘリ機上から） 

Memorial 
   Plate 
遭難墓名碑 
2015年4月12日 



2015年4月29日 ランタン村 (ヘリ機上から） 
雪崩のデブリが対岸まで達している 



2015年4月29日 ランタン村 (ヘリ機上から） 
雪崩のデブリが対岸まで達し、河を覆っている 

爆
風
で
木
々
が
な

ぎ
倒
さ
れ
て
い
た 



2015年4月29日 ランタン村－１ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－２ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－３ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－４ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－５ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－６(ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－７ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－８(ヘリ機上から） 



2015年4月29日 ランタン村－９ (ヘリ機上から） 



2015年4月29日  ゴラタベラ・アーミーチェックポスト 



2015年4月29日 ゴラタベラ右岸  (ヘリ機上から） 



シャプル（ランタン・コーラ左岸2200ｍ）の崩壊家屋 
2015年4月29日（ヘリ機上より） 



ランタン・リルン（ツェリコリ稜線から） 



復興を祈って（2007年１０月 ランタン村） 



復興を祈って 
（2010年5月 キャンジン対岸より 後方はキムシュン） 
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