
 

栃ヶ森山塊・北の俣沢～桑木沢～栃川下降～仙北街道 

 

２０２１年７月２３日～２５ 

メンバー：Ｔ野・Ｉ崎・Ｈ口・Ｔ村Ⅿ・Ａ原・Ｔ山・Ｔ中Ⅿ・Ｔ村ｅ・Ｈ多 

 

 「栃ヶ森山塊で沢登り！！」と聞いて、「へ

ぇー渋いとこ行くねぇ―」とか「そういえば、

もうじきダムに沈む沢があるとこだよね？」

という答えが返ってくれば、その人はかなり

この道に精通した人である。普通の沢好きで

は「栃ヶ森？それってどこにあるの？」とい

う人がほとんどである。栃ヶ森山塊は栗駒山

と焼石連峰に挟まれ、最高峰でも標高1200ｍ

にも満たない地味な山塊である。しかし、山

塊全体に人の手がほとんど入っておらず、登

山道すらもなく、栃ヶ森山塊を源流とする成

瀬川上流部や小出川上流部は日本でも数少

ない原生流域に指定されていて、自然度指数

はかなり高得点！！我々のような沢旅派に

とっては非常に魅力のある山域である。さら

に興味深いのは登山道がない山域にもかか

わらず、何と1200年の歴史がある秋田藩と仙

台藩を繫ぐ古の道、「仙北街道」が今もなお、

この山塊を貫いているというのも大いに浪

漫を感じるのだ。いつか機会に恵まれれば、

この山塊を縦横無尽に渓の遡下降で跋渉し、

さらに1200年の歴史を持つ「仙北街道」で悠

久の時を感じたい！！と漠然と思っていた。 

ところが、何と成瀬川には2024年に巨大

なダムが完成し、そうなると成瀬川上流の原

生流域への入山が不可能になってしまう、と

いうことをいつも愛読している東北の沢の

バイブル！！「扉のページ」の記録を読んで

知ってしまった。 

 

■写真上 北ノ俣沢出合、入渓した夢仙人

大橋が我々を見送る。「大自然の世界へよう

こそ！！」 

■写真中 穏やかな流れ 

■写真下 第1ゴルジュを通過中！！ 

 

「これは何としてもその前に行かねばな

るまい！！」ということでメンバーを集う

と、ガイド本などには全く載っていないマ

イナーな渓にもかかわらず、９名ものメン

バーがまるで擦れてないイワナの入れ食い

状態のようにあっという間に集まってきた。



 

いつものことだが同じ志向の仲間がたくさん

いるのはホント嬉しい限りである。 

沢中２泊の沢登りで９名は普通なら多すぎ

るが、記録を読むとロープを使用する場所もほ

とんどないようなので、大勢がための時間ロス

も少なそう、また、地形図的には９名が泊まれ

そうな大きなテン場も見つけられそうなので、

「この際、大勢で楽しんじゃえ！！」と計画を

実行することにして７/２１の夜東京を出発す

る。 

 

７/２1 

 遠距離なので夜、気合いを入れて出発。鳴子

の手前にある「道の駅 あら伊達の道の駅」を

目指す。 

 

７/２２ 

 本来この日に入山して最終日は予備日でご

褒美に鳴子温泉の湯治宿にでも泊まろうと思

っていたが、天気予報を見ると後になればなる

ほど天気が良くなり、今日は午後雷雨の予報。

であれば、あわてて入山せず入山前にそのご褒

美を使い切ることにする。今日は視察と夜間の

遠距離ドライブの休養にあてることにして、入

山地近くの須川湖キャンプ場に予約を取り、入

山地と下山地を確認に行く。入山地はともかく、

下山地はカーナビの地図に載っていない道で

わかりにくく、今日、時間をかけて視察してお

いて正解であった。また、予報通り、午後は結

構本降りの雷雨があり、入山を1日遅らせたの

も結果的には大正解！！標高約1100mの高原に

あるキャンプ場は虫も少なく涼しく快適でリ

ーズナブル（一人/￥440？）でしかも近隣にあ

る栗駒山荘の源泉かけ流しの温泉が通常￥750

のところがキャンプ場割引で何と￥550！！さ

すが東北、安い！！ 

 

■写真上 第2ゴルジュを快調に通過！！ 

■写真中 初めての滝らしい滝5ｍ堰堤状の滝。 

■写真下 第3ゴルジュ出現！！確か右岸巻き。 

 

７/２３ 

 いよいよ入渓、車3台で入渓地の成瀬ダム展望台のパーキングまで行き、ドライバーのＴ野・Ⅰ崎・Ｔ

村ｍ以外のメンバーを降ろして先行してもらう。「まあ、釣りでもしながらのんびり行っててください。」 

ドライバーは昨日確認した仙北街道入口の豊ノ沢林道をＴ野のＦＦ車が入れる限界の標高690ｍ付近に

２台デポしてＴ野車で入山地点に戻る。車のデポに約1時間半を要し、7:20頃出発。工事中のトンネルの

横に立派な踏み跡があり、これを辿る。途中、近道しようとして、逆にハマって10分程時間をロスするが

問題なく木賊沢に降り立ち（7:50）、下流に少し進めばすぐに合ノ俣沢、北ノ俣沢と続けて合流（8:05）。



 

北ノ俣沢は穏やかな清流という感じで特

に難所もなく歩いて行けるが、かなり滑っ

ていてフエルト靴でも滑り易い。これはラ

バー靴で来たｍさんは結構苦労しそうだ

と心配になる。ところどころに淵があった

り巨岩があったり、はたまたちょっとした

ナメもあり、目を楽しませてくれる渓相を

歩いて行くと、荒倉沢出合（9:23）。 

 ここから渓は狭くなり第一ゴルジュが

始まる。泳げば突破できそうだが、しっか

りした巻道があるので無理せずに巻いて

行く。（後で聞くと先発隊はＴ山さんが泳

いで突破したそうだ。凄い！！）第一ゴル

ジュを越えて少し歩くと先発隊と合流

（9:45）。 

まず、ｍさんにラバー靴で大丈夫か聞

くと「そうなのよぉー滑るの！！ ♪☆

〇△□彡😡(´；ω；`)ｳｩｩ・・・・！！」

ウンウンなるほど・・・、かなり悲観的

なことを言っているようだが、表情は明

るいし、ぜんぜん元気そうだから大丈夫、

じゃー頑張って！！。 

さて、お楽しみのイワナは・・・？  

オォォー結構良い型がすでに５尾！！Ｈ

口プロが３尾、Ａ原さんも負けじと２尾

釣り上げているではないか！！ 

これは今晩が楽しみだ。合流後少し歩

くと唐松沢出合（10:00）。ここから始ま

る第二ゴルジュは中を歩いて行ける。こ

の辺りは楽しく歩けて景観もなかなか、

淵やナメが連続して快適なところだ。さ

らに少し行くと５ｍの堰堤のような滝、

初めての滝らしい滝だ。ここは右岸の急

斜面を登るが固定ロープもあり、木の根

も掴めるので難しくはないが念のためお

助けを張る。こういう時は、気づくとい

つもＴ村盛さんが確保してくれている。

有難いことである。この滝の上はナメ床、

さらに巨岩と続きます。 

 

■写真上 出た！！典型的なスノーブリ

ッジ！！ 

■写真中 緊張の後は癒し・・・。 

■写真下 変わった形状の穴滝！！ 

 

さて、見どころはここでいったん終了。しばらくは単調なゴーロが続く。しかし、この辺り、日当たり

が良い開けた渓相にもかかわらず雪の塊があちこちにあり、６月頃の只見の沢を彷彿させる渓相だ。Ａ原

さんが今晩のおかずにしっかり側壁のウルイをゲットしていた。 



 

 １時間程この単調なゴーロ歩きが続き、

飽きてきたころにナメ滝が現れ、漸く渓は

変化を見せる。どうやら第三ゴルジュに入

ったようだ。ここも特に困難はなく順調に

‥‥などと思っていたら、「これぞスノー

ブリッジ！！」という絵にかいたような端

正な姿のスノーブリッジが現れる。安定は

していそうだが、バシャバシャと水滴が落

ちていて、中を潜るのはあまり気持ちの良

いものではない。一人ずつ慎重に突破する。 

緊張の後はナメ地帯でフエルト靴のメ

ンバーは大いに癒されるが、ラバー靴のｍ

さんは生まれたてのシマウマ（？）状態、

癒されるどころか優しいナメ床に充分脅

されている。まあ、まだ表情が明るいから

まだ大丈夫か・・・。 

 ナメ床の後は、オォォー！！面白い滝

が現れた！！「穴滝」と言うらしいがホ

ント滝上に洞穴があり高さは大したこと

はないが自然の造形に驚かされる見応え

のある滝だ。ここは右岸の急斜面を巻く

が、滑り易いので一応ロープを出して確

保した。（一度ロープを出すと９名もいる

のであっという間に時間が過ぎる。） 

この滝を上から見下ろすと二度ビック

リ！！洞穴に見えた穴は深く掘れた淵と

なっていて二段の滝となって見事な「通

らず」を形成していた。 

  

■写真上 初日の成果！！美味しい唐揚

げになった！！ 

■写真中 美しい両門の滝、ここは左の

滝を登る。 

■写真下 上部はナメ滝が連続する。 

 

ここからは再び穏やかになってテン場

探し、なかなか良い場所がなく両門の滝

まで行ってしまい、真剣に探しながら戻

ると右岸にフキの台地があり、整地する

と９名が余裕で寝られるテン場となった。

焚き火も付きがよく、初めて食べたイワ

ナの唐揚げは絶品！！個人的には塩焼き

より唐揚げが好きだ！！食べた後の骨も

二度揚げして骨センベイにするとこれも

絶品！！いつか、一尾まるごと唐揚げにして大人食いしてみたい！！まあ、ちょっと食べたいくらいが有

難みがあってちょうどいいのかもしれないが・・・。久しぶりの焚き火宴会！！実に楽しかった！！  

 

■コースタイム 



 

成瀬ダム展望台（7:20）～（7:50）木賊

沢（8:00）～（8:05）北ノ俣沢出合～（9:23）

荒倉沢出合～（10:00）唐松沢出合（10:15）

～（10:35）5ｍ堰堤状の滝～（12:25）第

3ゴルジュ～（13:20）穴滝～（14:20）両

門の滝～（14:40）少し戻って右岸のテン

場 

 

 ７/２４ 

 ４時起床、６時１０分出発。まあ、 

９人もいる事を考えれば上出来でしょ

う！！初っ端に現れる両門の滝は二俣に

なっていてなかなか美しい滝だ。我々は

左の滝を直登。気づかずにマムシに異常

接近事件などもあってヒヤッとしたが、

大事に至らず良かった。（マムシは戦闘態

勢に入ると尾をプルプル震わせ体をギュ

ッと縮めることを今回、初めて知った。

オッカネェー！！） 

  

■写真上 桑木沢上部のナメ滝を登る。 

■写真中 極上のナメもある！！ 

■写真下 栃川下降の最初のアトラクシ

ョン２段２０ｍ滝の上段は懸垂下降。 

 

両門の滝を越えるとすでに源流の雰囲

気で、ナメやナメ小滝が連続し快適に登

って行く。一部、お助けが必要な滝もあ

るが、ここもＴ村盛さんがしっかり上で

フォローしてくれるので皆さん安心して

登っている。テン場から約２時間、沢に

藪が被るようになりあと一息。しかしこ

こからが一筋縄ではいかずに結構大変。

稜線を乗越すところの藪が半端なく、動

きが取れない。さらに方向が微妙にずれ

てきて、その修正に苦労する。ここはＧ

ＰＳがないと方向が定めにくく、慎重な

ルーファイが要求されるところだ。下手

をするとまた同じ沢に戻ってしまう可能

性もあるので気をつけよう。我々は？と

いうと、お恥ずかしながら文明の利器に

頼って何とか無事に栃川の源頭に入るこ

とができました。栃川の源流は傾斜も緩

く非常に下降しやすい。しばらく下降す

ると小滝やナメも出てくるが問題なく降

りて行ける。栃川下降の最初のアトラクションは820ｍ付近にある２段２０ｍ滝、右岸を巻き降りること

もできるようだが、安全第一で上段は懸垂下降で降りる。下段は左岸を容易に降りられた。栃川はここか

らツナギ沢出合まで、素晴らしい渓相を見せ下降に使うのがもったいないくらいだ。 



 

 しばらくはナメや小滝が連続し大きな空

間が見えてくるとこの渓一番の見せ場、「白

龍の滝」約２００ｍだ。傾斜は比較的緩い

が名前の通り白龍となったジェット水流が

一気に流れ落ちる様は一見の価値がある。

ここも右岸水流横を滝を見物しながら容易

に降りて行ける。この後、３０ｍハング滝

が奥に潜む右俣と合流すると、間髪入れず

に美しいナメと釜が連続する癒しの空間が

広がる。豪快な景色から優しい景色へ・・・。

ここでは童心に帰り、ウォータースライダ

ーや飛び込みを楽しみ体をクールダウ

ン！！イヤー、夏の沢だね！！ 

 渓が再び落ち着きを取り戻すと、間もな

くツナギ沢出合。ここからは、１２００年

の歴史のある古の道、「仙北街道」が渓を縫

うようにひっそりと付けられている。首尾

よく踏み跡を見つけそれを辿ると、間もな

く一気に辺りが開け中流部とは思えない広

大な河原を持つ小出川と合流した。合流し

た小出川の右岸には、まるでキャンプ場の

ようなテン場があり、文句なくタープを張

って陣取る。ロケーション、環境、すべて

最高だがただひとつ、蚊が大量発生してい

て、パンツやソックスの上からも平気で刺

してくるのには閉口する。こういう時のた

めに今回用意した赤いキツネ・・・じゃな

い！！赤い蚊取り線香「森林香」をジャン

ジャン焚く。それでもやっぱ蚊が凄いので、

場所を河原に移して薪を集め、早めに焚き

火に火をつけると蚊の大軍は収まった。 

  

■写真上 栃川中流部は美しい！！ 

■写真中 白龍の滝上部を下降中、ここか

ら200mジェット水流で落下する白龍の滝は

一見の価値がある！！ 

■写真下 白龍の滝の下は美しいナメと釜

が連続！！ 

 

Ｈ口さんとＡ原さんは元気に釣りに出か

ける。体力あるなぁー。その他のメンバー

はマッタリモード。Ｔ山さんは最年長にも

かかわらずタープを張ったり薪を拾ったり大車輪の活躍！！大したものです。 

焚き火が安定すればあとはマッタリ・・・。ここまで担いできた貴重なビールが旨い。結構な時間が過

ぎ、いい気分になってきた頃にお二人が御帰還。良い型のイワナがしっかり３尾。昨日同様、ここでもＨ

口プロが２尾でＡ原さんが１尾としっかりプロを立てているようでなんか微笑ましい。今日のイワナはＨ

口プロがじっくり時間をかけて丹精込めて塩焼きに・・・。取り分けもＨ口プロがメンバー分慎重に取り

分ける。昨日に続き、渓からの恵み、もちろん旨くないはずがない。やっぱいいね泊りの沢。 



 

■コースタイム 

テン場（6：10）～（8:00）水切れ～（11:20）栃川２段

２０ｍ滝～（12:25）白龍の滝～（14:15）小出川右岸テ

ン場 

 

 ７/２５ 

 今日は沢から離れ、仙北街道を歩き下山するだけ

だ・・・などと甘く考えない方が良い。下山とはいって

も登りの方が多いルートである。やや薮っぽいトレース

をどんどん登る。「下山じゃないんかい！！」と思わず突

っ込みたくなるが、山の神まではほぼ登りである。夢と

ロマンの「古の道」！！とはいっても・・・まあ普通の

道である。ところどころに石碑があり良い指標になって

いてブナの森の中にトレースが続くが思っていた夢やロ

マンは発見できなかった。例えば、石垣とか古びた墓と

か、もうちょっと昔の名残が残っていたりしたら良いの

だが・・・。ロマンはあまりなかったが現実的な事実と

して熊の痕跡（糞）はおびただしいほどあちこちにあり、

中には「今いたしました、ハイ！！」みたいなレアなや

つも結構あって、1200年の歴史のある古の道

は、今や人の往来よりはるかに多い熊が往来

し、ある意味メインストリートとして利用さ

れているようである。今回は総勢９名と大勢

で歩いていたので、普通の熊なら遠慮するだ

ろうと、それほど恐怖は感じなかったが、こ

こはひとりでは歩きたくない道である。 

最高地点の柏峠からは道も広くよく整備さ

れ、所々で焼石連峰や栗駒方面の山々を望む

こともできるが、何しろ標高が低いので時間

とともに灼熱地獄、「風、風が欲しい！！」水、

500㎖では不安になってきたので、大事に飲も

う。柏峠からは下り基調でスピードが上がる。

本格的に暑くなる前に車に戻りたいと頑張る

と、林道手前で嬉しい水場！！思い切り水を飲

んで元気回復。すぐに林道に出てしばらく歩け

ば、何とか11時前にデポした車に到着した。 

 

■写真上 2日目のイワナはじっくり塩焼き

に！！ 

■写真中 小出川のテン場を出発！！ 

■写真下 稜線に出ると時折景色が開け、焼石

連峰が望めた。 

 

■コースタイム 

テン場（6:10）～（8:05）山の神～（8:55）柏

峠～（9:40）丈ノ倉～（10:50）690ｍ車デポ地 

 

  



 

栃ヶ森山塊、日本でも貴重な手つか

ずの自然が残る原生流域の沢旅。渓自

体、厳しい登攀やゴルジュの突破など

はないが、冒険よりも探検に近い感覚

か、いや、探検よりもっと緩い「逍遥」

という言葉が一番しっくりくる気が

する。以前に白神山地で沢の遡下降を

楽しんだことがあるが、何かそれに近

い感覚を感じた。世界自然遺産と原生

流域は「手つかずの自然」という意味

では同じようなものなのであろう。た

だ、普段は優しい姿を見せてくれる渓

も、ひとたび大雨が降れば谷は大増水

し、登山道のない尾根はとんでもない

密薮で脱出は不可能。さらに沢の遡下

降が必携なので基礎体力はしっかり

求められる山域だ。そういう意味ではしっかり山の知識を持った大人こそが楽しめる山域だと思った。 

成瀬川上流域がダムで入渓できなくなるまであと2年、興味のある人はあまりのんびりしてられません

よ！！ 

 

■写真 仙北街道はこういう石碑が要所にあり良い目印になる。 


