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≪≪≪≪ルートルートルートルート名名名名・・・・グレードグレードグレードグレード・・・・所要時間所要時間所要時間所要時間≫≫≫≫    

コスギダ谷（中級）入渓出来ず敗退 

宮之浦川本流下部（中級）-ナベカケ谷/花山谷遡行（初級）１０時間 

ロ谷下降（超初級）１.５時間 

ネマチのクボ遡行（中級）４.５時間 

チ谷遡行（Ⅳ級）小１時間 

ネマチのコル－ネマチ峰－永田岳（ヤブⅣ級）４時間 

永田岳－新高塚小屋（縦走路）３時間弱 

    

≪≪≪≪    報報報報                告告告告    ≫≫≫≫    

 2003年、永田川本流を遡行し、神様のクボを詰め上がった。はじめて沢でリーダー

をした山行だった。その時ネマチのクボという支流を知り、ネマチ峰・障子尾根の大

岩壁に囲まれたその谷に、いつか足を踏み入れてみたいと思っていた。 

今回、永田川、宮之浦川の支流をつなげ、永田岳北尾根（障子尾根）をジグザクに

またいでネマチのクボに至るオリジナルなラインを引いてみた。本流と比べると支流

は無名に近く記録もほとんどないが、本流とは違った雰囲気と変化に富み、期待以上

に素晴らしい遡行となった。 

 

● 8888月月月月 22222222日日日日    【【【【天天天天    候候候候】】】】雨雨雨雨のちのちのちのち曇曇曇曇りりりり    

11：00宮之浦林道ゲートから 1Km地点にてタクシー下車 － 

14：00潜水橋（林道ビバーク） 

 

夜行バスでＩ丸さんと 2 人鹿児島入りし、Ｓ本さんと合流。トッピーの出航を待つ

間、天気予報を見るが雨で降水確率 60％の予報。「大雨、雷、洪水注意報」まで出て

いる。まあ、この予報の範囲も「薩摩・大隈・種子・屋久地方」とくくりが大きいの

でアテにならんと根拠の無い解釈をし、トッピーに乗り込んだ。 

2時間の爆睡後に見た宮之浦は曇り空。これなら入渓できそうと予定通りタクシーを

走らすが、入渓地の永田を目前に雷鳴が轟き大粒の土砂降り。永田川を見るまでもな



く断念し、トンボ返りで宮之浦へ。初日に予定していたコスギダ谷は結構期待してい

ただけにショック大。結局タクシーで無駄なドライブしただけで約 1 万円の出費に財

布にもショックが大きかった。本日分をショートカットする為、宮之浦林道を 12km

歩き、明日、宮之浦川本流経由でナベカケ谷に入渓する事になる。 

3時間歩き懐かしの潜水橋に到着。かつて来た宮之浦川の入渓地だ。流れは橋を飲み

込み、文字通り潜水している。そういえば、前回宮之浦本流に来た時も初日は雨で停

滞だった。ここはそういう巡り合わせの場所なのかも。林道の広場でツェルトを貼り、

雨もやんだので焚き火をしてささやかに入渓の前祝をした。雨のバカヤロー！！ 

 

● 8888月月月月 23232323日日日日    【【【【天天天天    候候候候】】】】雨雨雨雨    

6：45潜水橋より宮之浦本流へ入渓 － 8：15ナベカケ谷出合 －  

10：45二俣 － 14：30雷雨により遡行中断 ビバーク（花山谷 1000m地点） 

 

5時起床。雨はあがっているがスッキリしない空模様。天気予報は今日も雨。昨日に

比べると潜水橋の上を流れる水量も随分と減っている。宮之浦川本流さえやりすごし、

ナベカケ谷に入ってしまえば少々の雨でも危険は少ないだろう。よし、入渓だ！ 

2004年夏に遡行した宮之浦川。新たなメンバーで、また思わぬ形で再び宮之浦本流

に身を投じる事になろうとは。水が減ったとはいえ、そこはやはり屋久島屈指の谷。

巨石の間を縫う水流の勢いは半端じゃーない。屋久島特有の巨石の迷路を右往左往し、

行き詰まっては引き返し、登っては降り、泳ぎを交え、１時間半でナベカケ谷出合に

到着。増水を警戒し巨石と水流に翻弄されての遡行からひとまず解放される。 

ナベカケ谷に入ると、すぐに大

規模なナメが現われる。巨石とゴ

ルジュのイメージが強い屋久島

にも、こんなナメのキレイな沢が

あったのか！ 200ｍ程続くナメ

と美瀑を堪能しながら遡行を楽

しむ。いつしか坊主岩が右岸頭上

に見える頃、雨足が強くなり遡行

を一時中断する。ツェルトをター

プの様に広げてしばしの休憩。 

谷は二俣から名前を変え、左俣

を花山谷、右俣をヒノキの尾谷と
ナベカケ谷出合からつづくナメ 



呼ぶ。本来の計画では、コスギダ谷を詰めた

後、このヒノキの尾谷を下降してくるはずだ

った。二俣をすぎると、渓は荒々しくなり、

はじめて滝らしい滝 F８※１（１１ｍ）にぶ

つかる。ここはＳ本さんリードでスラブを左

のブッシュよりにラインを取る。F9は幅広ゴ

ルジュに巨大 CS※２が立ちふさがり、ハング

で直登不可能。右岸のスラブ上のブッシュを

短めに巻く。 

しばらく行くと今度は正面に 100mはあろ

うかという大スラブが目に入ってくる。2 条

F12 を快適に登り、スラブを眺めながら大岩

の上で休憩。と思って荷物を降ろしたとたん、

またもや雨。急いで左岸上の巨杉帯に非難。

小さな岩屋を見つけ、今度こそ休憩。大スラ

ブには数条のソーメン滝が現れ、見る見る水

流が太くなるのが望めた。やっぱり屋久島の雨はハンパじゃない。 

大スラブを過ぎるとこれまで明るく開けていた渓相は一変。流れは細くなり大杉の

美林中を小滝が連続する。まもなく上部ゴルジュに突入し、すぐに F13 CS3mに前方

を阻まれる。ロープを出し側壁に取りつこうとしたところで雷鳴を聞く。これはすぐ

増水するぞ！ 上部ゴルジュに突っ込むのは止め、時間は２時半過ぎと早いが先ほど

の大杉林まで下降して幕とする。案の定、沢は濁流と化し、屋久島の沢の豹変振りを

垣間見る。 

本来、この日から B チームが上陸するので無線交信をする予定だったけど、Ｉ丸さ

んの無線機にトラブルがあり、結局最終日まで交信不可能となる。Ｂチームはコスギ

ダ谷に入渓出来ただろうか？ 波浪注意報が出いてたから、もしやトッピーが止まっ

たかも？ 夜、星が出ていた。明日からの晴天に期待。 

 

● 8888月月月月 24242424日日日日    【【【【天天天天    候候候候】】】】曇曇曇曇りりりり時時時時々々々々晴晴晴晴れれれれ    

7：30入渓 － 11：15Ⅹ-ⅩⅠのコル － ロ谷下降 －  

12：50ネマチのクボ 1000m地点 － 14：30ビバーク地（1300m地点） 

 

今日は天気も回復し、木立から青空がのぞいている。晴れた日の遡行はやっぱり良

い。昨日の F13から仕切りなおし。側壁のジェードル※３にはクラックが走っているが

F8 は直登不能 



サイズの合うカムがなく、仕方ないので力技で５ｍ上の潅木まで登りバンドを伝って

巻く。ここからゴルジュの CS 滝が息つく間もなく連続する。F14 はＡ久が大股で乗

っ越し、後続をシュリンゲで迎える。F15 CS6mは偵察したが突破不可能で側壁にロ

ープを伸ばす。 

ここでＳ本さん、愛のカム※４でビレイ支点を工作。リードのＡ久が打ちこんだハー

ケンも愛のバイル※5で回収。F18 直瀑 10m は左岸側のルンゼから巻き F19 上部に降

り立つ。ここで沢は二俣になり、左に進路

を取る。 

左俣に入ると更に水流は細り、源流の雰

囲気。時折ブッシュがうるさくまとわりつ

くようになるが長くは続かず、快適に高度

を稼ぐ。振り返ると、かの大スラブは眼下

に落ち、その先には海までが望まれる。や

っぱりここは海の上の島なんだなあ。 

稜線が近づくにつれ、徐々に風格のある

古杉が数を増して深山の雰囲気。Ⅹ－ⅩⅠ

のコルに詰め上がると突如足元が切れ落ち、

障子尾根から永田川に落ち込む大岩壁が眼

下に広がった。絶句！！ 「スゴイ～ッ！！」

思わずＳ本さんから感嘆の声が漏れる。今ま

で何度か屋久島の沢を遡行したけど、こんな

劇的な展開は初めてだ！ これから下降す

るロ谷の遥か下方には永田川が流れていて、

そこから障子の岩峰が 400m 一気に天を突

きあげ目前に迫る。登山道の無い障子尾根の

この絶景を目にするには、沢を遡るか永田岳

からヤブと岩の尾根を漕いでくるしかない。

俺、沢やってて良かった！ 

障子岳の岩壁にはルートが幾つかあり、か

つてクライマーはこのロ谷をアプローチに

使った。屋久島の立地と雨の多い気候によっ

て、ここを訪れるクライマーは少ない。この

岩壁を間近で見たくて選んだルート取りだ

ったが、これは大正解だった。 

花山谷源流域 

Ⅹ－ⅩⅠのコル  

ⅩⅠ峰岩峰と V 字に切れ落ちるロ谷 



 

 

 



ロ谷の下降は沢というよりヤブとガレの急降下で面白いものではなく、１時間半で

駆け下り、次なるネマチのクボに至る。 

ネマチのクボは思いのほか明るく、巨石が詰まった急峻な谷だ。左手は障子尾根の

岩峰群が、右手奥にはネマチ西壁が、そして前方には巨石から落ちる滝がいくつも望

め、ネマチのコルまで直線的に駆け上がる。障子尾根からはいくつかの支流が降り、

誰が名づけたか下流からイ谷、ロ谷、ハ谷と名づけられ、最後はチ谷まで続く。 

さっき源流を詰めたばかりなのに、また巨石の沢に逆戻り。まるでスゴロクで振り

出しに戻されたような気分になる。巨石のデカさも一段と増し、急登なだけに乗っ越

しにも随分苦労する。 

しかし、何より苦労するのは遡行図だ。滝の定義を何とするかによるが、認識とし

ては岩盤を流れ落ちるのが滝だろう。でも、ここのは巨石の間から数条にも分かれて

落ちていたり、しかもそれが５ｍ超のものもザラに

ある。岩盤でもないしＣＳでもないが、やっぱり見

た目滝だ。屋久島の沢は遡行図を記録する者には、

とっても悩ましい．．． ですよね、ノムさん？ 

二谷出合上にわずかな草の台地を見つけ、この日

はここで幕とした。今日も３時前と時間が早いけど、

地図を見る限り、これより上にテン場は無さそう。

岩壁群の底に身を置き、雲の向こうには海も望め極

上のテン場。でも、やや傾斜していて、夜、徐々に

滑っていき、気がつくとツェルトから足が飛び出て

寝ていた。ここは標高が 1300ｍ。皆さん寒かった

ようで、Ｉ丸さんは一睡もできなかったとか。 

 

● 8888月月月月 25252525日日日日    【【【【天天天天    候候候候】】】】曇曇曇曇りりりり時時時時々々々々晴晴晴晴れれれれ    

7：00入渓 － 10：15チ谷出合 － 11：15チ谷終了点 －  

11：35ネマチのコル － 13：30ネマチ峰 － 15：30永田岳直下縦走路 － 

18：15新高塚小屋 

 

7時入渓。今日も天気が良く、青空にそびえる岩峰群の眺めが最高に素晴らしい。歩

き出してすぐに左からホ谷、右から右俣の十字峡となる。右俣はⅣ峰（ネマチ）Ⅲ峰

のコルに突き上げる支流で、入り口に 15mの滝を配置する。鹿児島大学山岳部が昭和

53年に遡行しているけど、よくこんなとこ行ったなぁって感じ。対峙するホ谷はさら

にスゴイ。水流はほんのチョロチョロで、沢というより岩の割れ目という感じ。10m

ネマチのクボ F9 



上に CS が立ち塞がり、側壁を垂直に登るしか無さそう。ここはまだ遡行したパーテ

ィは無いハズ。 

F９ではネマチのクボ中で唯一ロープを出した。左の草付き交じりの側壁を５ｍ直上

後、外傾バンドを行くが、ランナーをとれる潅木、クラック、リス※６は無く、草を束

ねてシュリンゲでタイオフ。溺れる者はワラをも掴むのだ。 

その後、沢は一気に小さくなり、ブッシュ帯に突入する。なるべくヤブの薄い所を

選び、岩壁基部にルートを求め、屋久笹の薮を涸れ沢頼りに漕いでいく。ネマチのコ

ルが近づき、もうすぐおしまいっていう頃、突如水流復活。アレレッと思っていると、

右岸壁から最後のチ谷が出会った。これまでのイロハ兄弟のスケールとはまるで違い、

 

 



細い水路の様な流れが岩壁を V 字に裂き、青空に向かって一直線の小滝群となって駆

け上がっている。 

「ここ登ってみましょう！」 計画には無いが、このヤブをコル目指してひたすら

漕いでいくのと、天から注ぐ一条の清水を遡るのでは気分は雲泥の差！ 寄り道とい

ってもそんなに距離は変わらないし、何よりチ谷の遡行記録は見た事がない。もしか

して初登？ という期待を胸に取り付

いた。 

取り付いてみるとこれが結構立って

いて実は難しい。F1はＡ久がツッパリ

でギリギリの幅。後続には 10mザイル

を下ろす。F2（と呼べる？）は軽くま

たぎ、小規模なナメの後、核心の F4。

Ｓ本さんが果敢に TRYするが、なかな

か手ごわい。2 便目Ａ久に交替するが、

両側壁にホールドは見当たらない。なら

ばと水に指を突っ込むとヤッパリあっ

た。水流の中に極小トイが走っている。

でも苔が覆っていてカムは決まらない。

仕方ないので 10m気合のランナウトで

落ち口に立ち、カムで支点とってクリ

ア。最後 F5 は再度Ｓ本さんがリード。

滝上からヤクザルによる落石攻撃を受

けるが、めげずに登りきり笹でビレイ

して終了。これまで遡行した中で、も

っとも短い記録。こんな沢あるの？っ

て感じ。超小粒だけど、心地良い緊迫

感の登攀でこれは面白かった！！ 

 

一息ついて 11時半にネマチのコルに

立つ。ここから縦走路までは標高差

250m、距離 1Km、ヤブを漕いで 4 つ

のピークを越えなければならないが、

稜線は意外になだらかで直下にスラブ

を持つ地形。幸い今日は視界が利くけ

チ谷核心 F４の登攀 

 

 



ど、ガスったらルートファインディングに苦労しそうな所だ。腰から胸までの笹ヤブ

を、注意深く鹿道を外さないように漕いでいく。最初の小ピークまでが一番長い登り、

これをヒーコラ越えるとネマチ峰が眼前に迫る。重量感のあるその威容は、スラブと

急斜面に張り付くように分布したヤクザサに覆われ、頂には折り重なるようにいくつ

もの巨石が鎮座している。 

「本当にピークまでいけるの？」とＩ丸さん。 大丈夫！ 4年前に宮之浦川源流か

ら撮った写真で予習はバッチリ。登るラインは頭に入っている。急傾斜の露岩を縫う

ように笹を分け岩峰を巻き、ついにネマチ（Ⅳ峰）のピークを踏んだ。 

またしても絶景！！ 眼下には遡行して

きたネマチのクボが小さくみえ、正面には

障子尾根の大岩壁群が並ぶ。岩壁に大きく

食い込んだイロハ兄弟のおまけみたいに、

さっき登ったチ谷が可愛らしく垂直に張り

付いているのが見える。後ろを振り返ると

宮之浦川の源流域が葉脈のように細く広く

水を集め、ゴルジュへと発達し険谷をなす。

周囲 360度大パノラマだ。 

 

下山は懸垂必須と考

えていたが、スラブを

かわし、針を通すよう

なブッシュラインをつ

なぎ、垂直のヤブコギ

下降を初体験した。そ

の後、ボロボロになり

ながらⅢ峰、Ⅱ峰を越

え、かつて詰め上げた

神様のクボで SB※7 を

かまし、4時間のヤブコギのすえ 15時過ぎに永田岳（Ⅰ峰）直下の縦走路に出た。 

Ｓ本さん、屋久島デビューおめでとうございます！ Ｉ丸さん、いつか見たネマチ

のクボ、やっちゃいましたね！ コスギダ谷は逃したけど、内容の濃い山行が今回も

出来ました。次回のイメージも掴んだ。 

 いくつもの谷をつないだ継続遡下降の余韻も冷めぬ間に、ヘッデンをいつでも取り

出せるように準備し、Bチームが待つ新高塚小屋へいそいだ。 

永田Ⅰ峰 ネマチ峰 

ネマチのコル 

このこのこのこの間間間間ヤブコギヤブコギヤブコギヤブコギ！！！！    

ネマチ峰頂上付近 登山道は無い 



※1 「F８」F＝滝 8番目の滝の意。 

※2 「CS」（チョックストーン）岩間などに挟まった石のこと。 

※3 「ジェードル」 岩の凹角部分。 

※4 「愛のカム」Ｓ本さんが奥さんに買ってもらった愛情がこもったカムデバイス。 

※5 「愛のバイル」Ｓ本さんが奥さんに買ってもらった沢用のショートバイル。 

※6 「リス」細い岩の割れ目。ハーケンを打つ。動物ではない。 

※7 「SB」小便の意。山用語ではない。 

 

【感想：Ｉ丸】 

屋久島の沢、４回目の挑戦でしたが、訓練山行にもあまり参加できず、直前で沢靴

を買い直した為、入渓前に足にマメを作ってしまうなど、私自身は準備不足が目立つ

沢登りとなってしまいました。屋久島の沢は、準備万端で望まなければなりせん･･･。

（反省！） 

宮之浦川本流からのスタートでしたが、水の多さに出足から遡行の足取りが水流に

翻弄され、支流のナベカケ谷に入った時は、ホッとしました。雨が降り続けるのが鬱

陶しかったが、入渓２日目から雨が上がってくれて、花山谷からロ谷へのコル・ロ谷

から永田川本流へと支流を登ったり下ったりすると、色々なコース取りが出来、景色

が短期的に変わるので楽しかった。が･･･、蛭が顔に吸い付いていたのは、ゆ・ゆ・許

せんっ！ 

今回は、ネマチのクボからの４時間にも及ぶ薮コギが一番印象的で、今まで経験し

た事のない笹薮に最後尾で歩いたにも拘らず悪戦苦闘して、やっとの思いでネマチの

岩峰に立つ事が出来た。曇っていたので遠望はきかな

かったが、障子岩やネマチの岩峰が連なって、日本で

は無いような景色が広がっていて感動的だった。ガス

って無くて本当に良かった！ 神様に感謝です！  

新高塚小屋でＢチームと再会し、お互いの沢を語り

合って飲むお酒は美味しかったが、今回も、Ａ久くん

に引っ張られ、Ｓ本さんにフォローしてもらいながら、

やっとゴール出来た感じだ。でも、屋久島の沢は、巨

石や巨木に圧倒されつつも九州の沢のように荒れて

なく形相や水が美しい。天気が難しいが、やっぱり、

ボロボロになりながらも行きたい沢だ。次回は、準備

万端で望みたいところです･･･。 

    
チーム屋久島 Ａ・Ｂ集結！！ 

 縄文杉の前で 



【【【【感想感想感想感想：：：：ＳＳＳＳ本本本本】】】】    

◆◆◆◆ナベカケナベカケナベカケナベカケ谷谷谷谷～～～～花山沢花山沢花山沢花山沢遡行遡行遡行遡行，，，，ロロロロ谷下降谷下降谷下降谷下降    

今回の山行は、コスギダ谷，花山沢，ネマチのクボの遡行を含む沢中 3 泊の計画で

したが、前半はあいにくの天候のため、最も長いコスギダ谷の遡行を断念、代わりに

宮之浦本流からナベカケ谷を経由して花山沢へ至るルートへと変更となりました。 

コスギダ谷を遡行できなかったのは残念ですが、代わりに、怒涛の水流と巨石を誇

る宮之浦本流に少しでも触れることができたことは、「いつの日か、宮之浦本流を踏破

したい。」という思いが湧き、個人的にはとても有益な体験となりました。 

宮之浦本流に別れを告げ、ナベカケ谷さらには花山谷に入ると、沢も次第に穏やか

な様相を呈し、初心者の私にとって十分に楽しめるレベルとなりました。それでも、

雨の影響でなかなか予定どおり進めず、パーティとして臨機応変な対応が求められま

した。 

時間，天候，水量，テン場，メンバーの疲労度

など、様々な角度から現状を捉え、将来を予測し、

ルートや行動を選択する…今回の山行では沢の

素晴らしさより、むしろ、刻々と変化する状況に

的確に対応するＡ久リーダーの判断力や統率力

に感服しました。特に、こうした大型の沢登りで

は、登攀技術などのスキルだけでなく、様々な状

況に柔軟かつ的確に対応できる総合的な山行力
．．．

が、成否のカギとなることを改めて学びました。 

山行後半に入ると、天候にも恵まれ、屋久島ら

しさを存分に堪能できました。 

まず、花山沢をつめると、予定どおり障子尾根

のⅩ-ⅩⅠコルに突き上げました。そこは、右に

ⅩⅠ峰の岩峰がそびえ、左にⅩ峰から続く岩稜が

迫り、正面には足元深くに切れ込んだ「ロ谷」が、我々を飲み込まんとばかりに口を

開けていました。一般の登山道からは決して見ることのできない障子尾根の圧巻たる

景色に暫時心を奪われ・・・ふと横を見ると、Ｉ丸さんがイナバウワー？？・・・あ

まりにインパクトが強く、景色の素晴らしさは、すっかり吹っ飛んでしまいました。 

「Ｉ丸さん 私の感動を返せ～っ！」と心の中で叫びながらロ谷を下降、ネマチの

クボへと向かいました。 

 

 

感激のあまりイナバウアーを決める！！ 



◆◆◆◆ネマチネマチネマチネマチののののクボクボクボクボ～～～～ネマチネマチネマチネマチ～～～～永田岳永田岳永田岳永田岳    

ネマチのクボは、「クボ」という名

称から抱くイメージとは異なり、意外

にも明るく開けた広い谷でした。下か

ら見上げると広い谷のアチコチに滝

が点在しており、素晴らしい景色に暫

時心を奪われ・・・とそこでもやはり

Ｉ丸さんが・・・ 

これも、疲れた私を元気づけようと

いうＩ丸さんの優しさ・・・うん、き

っとそうに違いないと自分に言い聞

かせながら、ネマチのクボを遡行して

いきました。 

テン場からは、見事な夕焼けが広が

り、3 泊目にして初めて雨のない沢中

泊、今日はゆっくり休めそうだ。 

しかし、その期待はすっかり裏切ら

れることになりました。谷を吹き抜け

る凍えるほどの冷気に、傾斜した寝床。

一晩中、寒さとズリ落ちるマットと戦

いながら、ほとんど眠れない一夜を過

ごしました。 

 

翌日は、朝から天候もよく、残るネマチのクボをつめあげて行きました。ネマチの

クボの北側に位置する障子尾根からは、イ谷，我々が下降したロ谷のほか、ハ谷，ニ

谷，ホ谷，ヘ谷、ト谷が落ち込んで来ます。最後に、一般の地図には載っていないチ

谷を見つけ、時間的にも余裕があったため、「もしかしたら初遡行かも」といいながら、

チ谷を遡行することになりました。 

チ谷は、細いトイ状の滝が続く小さな谷で、全体でも 50ｍ程度しかありません。我々

は、「ショ●ベン谷だ」などと、ちょっと軽く見ながら登って行きました。途中小さな

滝をリードで登ることに、実際登ってみると見た目以上に難しく、あえなく敗退。Ａ

久さんに助けてもらうハメになりました。「このままでは、イヤな印象のまま沢が終わ

ってしまう。」と思った私は、次の滝で再びリードに挑戦。今度は、さっきより手がか

りも多く、易しそう。しかし、途中まで登り、岩の手がかりがなくなった所で固まる。

ネマチのクボ 



ドロや草をホールドにして登るというのが、ど

うも信用できない。カムをセットしようと悪戦

苦闘するが、いずれも決まらない。１つのラン

ナーも取れないまま、しかたなく草やドロを手

掛かりに上部へ進む。下から見た感じだと、も

うすぐ登り切るはず・・・しかし、そこまで進

むとさらに傾斜が続く。右は泥や草、左は岩。

最終的には、右へ抜けないといけないのに、泥

や草を嫌った私は、左へ左へと追いやられてし

まう。行き詰った私は、笹株を支点に、中途半

端な位置でピッチを切る。 

結局、上手く登り切ることはできなかった。

リベンジしようにも、滅多なことではここまで

来れないし・・・チ谷め～っ！ 

 

ネマチのクボ上部の稜線に出ると、笹ヤブが広がる先にネマチ本峰が見えました。

これまでの沢登りでは幸か不幸か大きなヤブに当たったことがない私には、初めてと

も言える本格的なヤブ漕ぎです。ネマチ本峰まで約 2 時間、さらに永田岳の登山道ま

で約 2 時間、計 4 時間ものヤブ漕ぎを終え、登山道に出た時には、すっかり体力を奪

われ、すぐそこに永田岳山頂が見えているのに、とても「山頂に寄って行きましょう」

とは言えませんでした。 

 

◆おわりにおわりにおわりにおわりに    

沢登りを始めて 2 シーズン目の今年、はじめて屋久島の沢に挑戦しました。私の経

験やスキルからすると、「身の程知らず」というところでしょうが、なんとか無事に屋

久島の沢の片鱗に触れることができました。 

これも、綿密なトレーニング・プログラムを組み、親切に指導してくださったＡ久

リーダー、常に明るく楽しいムードで山行を盛り上げてくれたＩ丸さん、トレーニン

グで同行したＭ下さんやチーム屋久島のメンバーの方々のお陰です。Ａ久リーダーを

はじめお世話になった皆さんに、感謝の意を表したいと思います。ありがとうござい

ました。 

屋久島には、挑戦しがいのある魅力的な沢が多数あり、いつかは、宮之浦川本流や

小楊子川左股に挑戦してみたいと思います。とりあえず、来年は、安房川北沢右俣に

行ってみようかな･･･ん～やみつきになりそう！ 

幻のチ谷 


