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≪ 報    告 ≫ 
今年 2 度目の屋久島に行ってきました。8 月は人知れない支流の継続でしたが、今

回は知る人ぞ知る屋久島 3大険谷のひとつ、瀬切川です。 
天気の安定する 10月を狙い、スピーディに抜けるよう 3名で挑みました。屋久島で

は比較的短い沢ですが、厳しい中にも変化と美しさを併せ持った個性的な沢でした。 
 
● 10月 11日 【天 候】快晴 

11：30瀬切橋着 ― 12：00入渓 ― 15：00 355m地点でビバーク 
 
瀬切川は屋久島の西の果て。宮之浦港から最も遠く、右から回っても左から回って

も同じような距離にある。入渓点までタクシーで 1時間半、メーターは 14,080円で止
まった。ドライバーは 80円まけてくれ、小銭の軽量化に貢献してくれた。 
入渓の準備を済ませ、一旦海に降りる。瀬切川の遡行は河口からだ。海岸でザック

を背負い、腰には何やらジャラジャラと金物をぶら下げ、頭にはヘルメットというい

でたちは、どう見ても怪しい。『某国の工作員 3名上陸』と通報されないうちに、急い
でその場を立ち去り、山中に身を投じた。 

 
海から 100m も進まないうちに F1（2m）出現。この沢は河口からいきなり急登の

巨石帯で始まる。地形図を見ると海抜０

ｍから距離にして 1km の間に等高線が

ギッシリつまり、標高 400mの瀬切の滝
まで一気に駆け上がる。 
さすが南の島。日差しが強く気温も高

いので、気持ちよく水に突っ込むことが

出来る。とても 10月半ばとは思えない！ 
振り返ると間近には東シナ海の大海原

が広がり、いつもと違う沢のシチュエー

ションが、無人島探検でもしているよう
海からの怪しい入渓者



な気にさせる。屋久島初上陸の工作員 K は早く
も巨石迷路の洗礼を受け、右往左往している。 
いくつかの巻きと泳ぎを交え、巨石を乗っ越し

て高度を上げていく。標高も 300mに近づき大岩
壁が頭上に迫ってくると、いよいよ下部ゴルジュ

帯となる。ゴルジュ内にも巨石が詰まり、それが

いくつものハング滝となっているうえ、V字に磨
かれた花崗岩には弱点となるバンド、クラック等

もなく水線突破は無理そう。さらに谷は前方で右

にクランクしていて、先の様子も判らない。 
 
この時点で 15時をまわる。先にもゴルジュが

続くし、巻き終わったところで暗くなったんじゃ

ぁ、テン場探しも大変。最悪、焚き火もなく横に

もなれないという状況を考えると気が滅入るので、少々早いが初日はここで幕とする。 
寝相が良ろしければ転げ落ちない程度の平地を藪の中で整地したのち、巨石の上で

焚き火をおこし、上陸成功の狼煙
のろ し

を上げた。 
 

 
 
 
 
 

● 10月 12日 【天 候】晴れ 
6：10出発 － 7：00瀬切大滝 － 15：30 825m平瀬にてビバーク 
 
薄明かりの中行動開始。今日は朝一から高巻き。 ゴルジュはこの先で右に鋭く屈

曲しているので、左岸の支尾根を越え先回りするのが早道。昨日のうちに偵察してお

いたブッシュラインをたどる。腰痛の身にムチ打ち、悪いルンゼを木に頼りながら登

ること約 30分で支尾根上にでる。 
そう、実は今回の山行は最悪のコンディションだった。9月以降毎週出張が入り、多

忙で腰は痛いわ、風邪気味だわで、普通なら家でゴロゴロしているところだ。くたび

れサラリーマンが、こんな朝早くから泥んこになってサルの真似なんかしている場合

ではない。 

【 1日目の出来 】 ☆☆☆☆ 

まずはリーダーがお手本と思ったが、少しヤワめ。 水量の影響？ いや、我慢

が足りなかった。 初日はこんなもんか．．． かば君は終始感激していた。 

急登の巨石帯が続く 



とはいえ、今は早くこの巻きをクリアし沢に

復帰したい。再びサルに変身して木に登り、地

形図と現状を照らし合わせて、現在地特定、状

況確認をする。 
眼下にはまだゴルジュが続いているので、ト

ラバース気味に下降して沢に降り立った。前方

からゴウゴウと瀑音が聞こえ水煙が舞ってい

る。ガレ場を越え 50m もいくと、そこに瀬切
の滝が姿を見せた。落差 40m、極太直瀑で堂々
たる威容を誇り遡行者をはじき返すような側

壁が取り巻く。この大滝はどう見ても直登不可

能なので、地形図から合理的省力ラインを読み、

少し本流を下った右岸の枝沢に目をつけて巻

く。ここも 30分で美しく巻きが決まる。 
おぉ～、今日は冴えてる！ 
 
滝上に降り立つと、これまでの急登の巨石帯やゴルジュとはうって変わり、白いナ

メが美しい日本庭園のような穏やかな流れに急変。瀬切川のこの急展開には驚かされ

た。しばらくの間、谷は開け明るいゴーロ帯を、正面に国割岳を望みながら平和に進

む。（でも石はやっぱりデカイ） 
 

 第二のゴルジュ帯は、深い淵への飛び込みから始まる。息を止めて岩の上からドボ

ンといき、ワンポイントの泳ぎで対岸に渡ってから巻く。そこから先は水流に磨かれ

た花崗岩で、ツルツルスベスベお肌

のゴルジュがつづいた。 
水流はエメラルドグリーンに輝き、

渦巻きながらいくつもの淵やポット

ホールなど、見事な自然の造形美を

つくり出している。見た目には優し

く美しいが、実際には押しもどされ

る水流とツルツルの側壁に拒まれ、

わずか２ｍ程度の滝も巻きを余儀な

くされる。 
ということで、ほとんどの滝が巻 突破できない小ゴルジュが続く

極太直瀑の瀬切の滝 



きとなるが、側壁もそれほど高くなく左右どちらかに活路を見いだせ、容易に巻くこ

とが出来た。「険谷 瀬切川」という言葉は少々大袈裟かなとも感じたが、他の記録を
見ると、ずっと沢床に復帰できない厳しい巻きを強いられているし、太田五雄氏の遡

行図では、続くゴルジュ帯では延々と同じ側の壁を巻いている。 
先人の遡行図と現場の地形を見比べると、「なんで難しい方を巻いたんだろう？」と

思うような箇所が多々あった。でも後で思い返すと、今回は水量が少なく水際を順調

に行けただけで、普段は渡渉も困難な水量なのかも。巻きルートが限定されれば、難

易度はグンと上がる。 
 
ゴルジュ帯の最後、国割谷出合いで 2段 40mの見事な幅広滝に出くわす。地形図に

も載っている滝で、美しく見ごたえ充分の滝だが名前はない。「であいの滝」と勝手

に命名。 将来、「るるぶ」に載るかもしれない。近年、JOY※が屋久島に異常渡航し
ている事に目をつけたかば君は、「いざとな

ったら屋久島に一人で来よう」と言っていた。

いざという時がこない事を祈る。 
※若い女性ハイカーの意、ヤマケイ JOYに由来する 
 
巻きもいいかげん飽きてきたので、滝中段

からロープを伸ばし快適なスラブ登攀を楽

しむ。2段目の滝を越えた先でゴルジュ帯は
終わり、これまた日本庭園のような、たおや

かな流れへと変化する。ここからしばらく風

光明媚なせせらぎが続くが、この付近を「平

瀬」と呼ぶ。（これは本当の地名です！） 
 大杉の株に囲まれた原生林の広場を見つ

け、今宵の寝床とする。2日目はどんなに寝
相が悪くても転げ落ちようが無い最高のテ

ン場を占拠した。 
 
 
 
 
 
 

【 2日目の出来 】 ☆☆☆☆☆ 

さすがＩ丸さん。もう完璧！！  本番に強いのは、さすが炎の沢ノボラー！！ 

やっぱり頼りになります。 

国割谷との「であいの滝」



● 10月 13日 【天 候】晴れのち曇り 
6：10入渓 － 9：40終了点 永田歩道 1,340m地点 － 11：00鹿之沢小屋 
－ 花山歩道下降 － 16：30花山歩道入口（大川

おお こ

林道）にてビバーク  
 

 平瀬まで来れば、瀬切川を踏破したも同然。実際に多くのパーティはこの辺りから

平瀬林道をエスケープしたり、支流を伝って永田歩道へショートカットしたという記

録が目立つ。しかし、我々にすれば、せっかく河口から始めた遡行だけに源流を詰め

てみたい。かたくなに源流にこだわり、地形図に沿って本流をトレースした。 
 ここからは支流を見送るたびに流れが小さくなる。これまでなかなか上がらなかっ

た標高も、だんだんと傾斜が増し、高度を稼げるようになる。徐々に倒木が目立つよ

うになり、まわりの原生林や時折みせるナメ床に遡行価値を求めるが、とても快適と

は言いがたし。倒木といってもそれは屋久島。デカさがハンパではなく、乗っ越した

りくぐったりと結構骨が折れる。きっと君はそこに百年以上倒れたままなのね。とい

うような巨木が幾重にもかさなる。 
最後はどこを遡っても永田歩道の方面に突きあがるので、二股のたびに倒木が少な

そうな、少しでも快適そうな方を選びながら源流を詰めていく。水も涸れ、泥んこの

斜面を登っていくと、そこには赤テープが．．．  なんて判りやすい終了点！ 
9：40 ついに永田歩道に詰めあがった。瀬切川の最後は笑えるほどあっけなく終わ

った。 
 
ガチャをしまい、縦走の身づくろいが終わると、元気が余っているかば君は初めて

の屋久島が嬉しくて、永田岳山頂目指して走って行ってしまった。僕とＩ丸さんはつ

いこのまえ来たばかりなのでパス。 
エッチラ、オッチラと登り、1時間強で鹿の沢小屋に到着すると、湿った荷物と体を

小屋前に広げる。腰痛の体を思いっきり伸ばし、かば君が戻るまで寝転がって優雅に

ティータイム。（ダラシナクともいう） 10月とは思えない陽気だけど、空は確実に秋に変
わっている。今年は 2回も屋久島にトライできて、本当に良い沢シーズンだったなぁ。 
 
 
 
 
 
 
 

【 3日目の出来 】 ☆☆☆ 

最終日はかば君。訓練の時はどうなるかと思ったが、その成長には目を見張る。

少しくらいコゲつく時もあるさ。しかし、ここまで美味くなるとは！ 

 

毎日焚き火で生米を炊き、調理しました。 ☆の数はご飯の炊け具合でした。 

ちゃんちゃんっ！！ 



● 10月 14日 【天 候】雨のち曇り 
6：00出発 － ８：00栗生橋バス停着 
 
前日のうちに花山歩道を下りきり、大川林道でビバーク。屋久島最後の朝は、雨に

叩き起こされた。沢の中で降られなかったので、このくらいの雨は大目に見よう。 
大川林道を予定より随分早く下る事ができたお陰で、始発バスの前に栗生橋に到着。

瀬切川制覇と無事下山を祝い、朝からビールで乾杯！！  
今年は屋久島の沢に 2回、９日間入って、雨で停滞はなんと 1日のみ！ メンバー

とお天気に恵まれ、充実したシーズンだった。 感謝！！ 
 
【感想：かば】 
 屋久島には沢で。瀬切川のメンバーにして頂くこ

とで入会以来の願いが叶いました。心から感謝致し

ます。 

旅慣れぬ私は、経由する鹿児島やトッピーにすら

ドキドキし、ありきたりに聞こえるかも知れません

が、屋久杉と、くっきりと夜に浮かんだ月と星を見

て“自分のことなんてちっぽけだ”と強く感じさせ

られました。 

海から潮水を舐めて入渓し、3日間かけて永田岳

山頂へと至る道程。幅広で見応え充分の滝、巨石。

少数のパーティでスムーズな連携が決まる気持ち

良さ。どれも印象深いものです。時に高く木に登り、

巻き道を決めて頂いたＡ久さん（この時Ｉ丸さんは彼を完全にロストしていた）、有難

うございます。トレーニングから綿密な情報配信まで、本当にお世話になりました。 
 
【感想：Ｉ丸】 
５回目の屋久島の沢、瀬切川。初めて屋久島の沢「大川

おお こ

」を遡行した時と同じ様に

海から遡行を始めた。海から入渓できるのは屋久島ならではの事なので貴重な経験だ

と思う。 
10月に沢へ入るのは初めてだったが、全く寒くなく、水に飛び込むのが楽しいくら

いだった。入渓してすぐのゴルジュ帯は、標高も低いので沢の中が気持ちよかった。

巨石の乗越しもしんどいが、自分の身体を色々な形にして越えていく事には、随分慣

れてきたようで、無駄な動きがだいぶ少なくなったかな･･･？ 



期待していた瀬切滝も良かったが、その次のスラブ滝が幅広で見事だった。すぐ横

を巻けたので間近に滝を見ることも出来た。大滝は、幾つもあったが、だいたいすぐ

横を巻けたので、どの滝も間近に見ることがで

きる。まるで観光地にある滝のような感じだっ

た。が、登れる滝が無くて残念だったけれど･･。 
最後は、薮も少なく難無く縦走路の赤テープ

に突き上げたのでちょっとビックリ！しかし、

疲れた身体でとても永田岳に行く気にはなれな

かったのに、かばくんだけが縦走路を走って行

った。若いって素晴らしい！その有り余った元

気はどこから来るの？いつも何処で使っている

の？？ 
最後のビバーク地点、大川林道は、偶然にも

初めての屋久島沢登り「大川」の時に初ビバー

クした地点と同じであった。林道ビバークのリ

ピーターである。これもなかなか貴重な経験だ。下界に下りてからの温泉・焼肉宴会

は至福の時でした。今年もやっと沢の時期が終わった。10月も沢シーズンなんだな･･
と再認識した沢でした。今回も色々とお世話になった元気の有り余った青年達に感謝

です。でも･･その有り余った元気は、山以外で何処で使うの？？？？？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【焚き火の後始末】 

充分水をかけたあと、安全面や焚き火の痕跡を極力すくなくする為に 

僕はよく、燃え残った木を沢に投げこみます。 

 

Ｉ：あんなに熱く燃えたのに。捨てられるなんて．．． 

Ａ：いいんですよ。 

一夜限りの火遊びなんだし。 

どうせコイツは流されやすいから。 

Ｋ：カタクナに燃えようとしないヤツにまで 

無理やり火をつけたのに。 

最後は捨てちゃうんですね．．． 

Ａ：そう、朝もう一度火をつける事もあるけど。 

あとはポイ。 

     （ある朝の会話より） 



 


