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 この３連休は近畿の渓か、和賀の渓で美渓

を愛でながらタープに泊まり焚き火を楽しむ

沢旅を計画していた。懸念していた台風も週

末には一気に勢力が衰え、土曜日の前半は少

し雨が降るかもしれないが、その後はまずま

ずの天気になる予定であった。ところが、勢

力が衰えるかにみえた台風が、なぜかゾンビ

のように再び勢力を強め、あろうことか日本

列島を縦断してきた。こんな台風は初めてで

ある。天気予報は土曜日は西日本から東北ま

で大雨に注意が必要だと連呼している。こう

なるとせっかくの３連休だが水量の多い渓は

完全にＮＧである。 

しかも、行動可能なのは９/１９（日）～２

０（月）の２日間のみ。増水の心配が少なく

て２日間でも楽しめそうな場所、ただ、土曜

日はアプローチに使えるので遠い場所も

可・・・という条件であちこちを探してみる

と、大理石の沢床で有名な早池峰山の奥鳥沢

と、風でゆらゆら揺れる滝で注目を浴びる蔵

王の振子沢とでた。ともに水量は少ないが、

景観自慢の沢で多少増水していてもきっと問

題はないだろう。 

 

■写真上 奥鳥沢序盤の小滝連瀑。 

■写真中 これが大理石の滝！！沢床が真白。 

■写真下 大理石の滝を登る。 

 

メンバーの賛同も得られたので９/１８の

朝、東川口駅を出発。雨天の中、明日の好天

を信じ、東北北部に聳える名峰、早池峰山目

指し東北道を北に向かってただひたすら走る。

とはいえ、今回はホリホリと交代運転なので

全然辛くない。後部座席では銀座３中の面々

がおしゃべりに花を咲かせ、場を大いに盛り

上げてくれる・・・。かと思えば、「ちょっと

静かだな？」と後を覗くと、いつの間にか落

ちていて鼻ちょうちん・・・。何が言いたい

かといえば、狭い車の中でも、まるで我が家

のように寛いでいるということで、もちろん、



 

これは大いに歓迎すべきことであり、今回も

楽しいメンバーに恵まれ、有難いことだ。 

 花巻で高速を降りる頃には、雨は上がりい

い感じになってきた。当初は入山地近くにあ

る、うすゆき山荘に泊まるつもりだったが、

連休ということもあり混雑していると嫌な

ので、１０ｋｍほど手前にある「道の駅はや

ちね」を覗いてみると、静かで誰もおらず、

ここでのＳＢを決める。結局、一晩中静かで、

この選択は大正解だった。 

 

９/１９ 奥鳥沢～早池峰山 

 4:00に起床し、入山地の河原の坊に向かう。

寒いくらいだが久しぶりに見る雲一つない

快晴だ！！記録を読むと奥鳥沢は大理石の

沢床と、上部のスラブが見どころらしい。快

晴の今日はきっと稜線からの大展望も楽し

めるだろう。ということで5:50、河原の坊の

駐車場を出発。少し車道を戻るとピンクテー

プがあり、以前は林道だったような道跡が川

に向かっているのでこれを利用して降りる

ことにする。すぐに道跡はなくなるが構わず

に適当に下っていくと間もなく岳川に降り

立つ。地図によるともう一本奥にも水線があ

り、それが奥鳥沢のようだ。行ってみるとな

るほど地図の通り沢があり、これが奥鳥沢で

あった。奥鳥沢に入渓すると、続けて３つ堰

堤が現れる。3つとも右岸から問題なく越え

られる。その後、沢登りらしくなり小滝の連

瀑となるがここも快適に越えられる。すると

早くも真打登場！！そう、あの大理石の滝と

ナメ床の登場だ！！滑らかで真っ白な沢床

に水が流れ、これがまたフエルトでもラバー

でもフリクション抜群！！気持ちよく歩け

る。確かに他にはないここだけの景色である。

ここぞとばかりに撮影タイム！！真っ白だ

けではなく、マーブル状の模様の入った沢床

もあり最初からメンバー全員ハイテンショ

ン！！。ただ、この大理石の沢床は、残念な

がらそんなに長くは続かない。もう、ここか

ら先、二度と出てこないので、ここはセカセ

カ通過せずに時間をかけてじっくり楽しむことをお奨めする。 

  

■写真上 大理石の沢床はフリクション抜群！！フエルトもラバーもＯＫ！！ 

■写真中 壊れかけの巨大堰堤♪♪辺りの風景に溶け込んでいて、遠くから見ると滝に見えた。 

■写真下 傾斜の緩いスラブを後半戦はグイグイ登って行ける。 

 



 

大理石の沢床が終わると再び小滝、さらに

その奥に大きな滝が見えてきた。実は大きな

滝に見えたのは巨大な堰堤なのだが、この堰

堤、まるで巨大遺跡のような雰囲気がある。

辺りの岩にすっかり擬態した壊れかけたこ

の巨大堰堤は、人工物とは思えないほど、辺

りの風景にマッチしていて一種独特な風情

がある。ここも右岸から越えるが堰堤の上は

開けていて休憩にうってつけ。ようやく太陽

の光が沢床にも差し始め体も温まってきた。 

ここから上部を眺めると一面、広大なガレ

場のように見えるが、辿っていく沢沿いはガ

レ場ではなく気持ちの良いスラブ帯となっ

ていて稜線に突き上げている。スラブの上を

水がサラサラと流れ、所々小滝もあって、ち

ょっと奥利根のヘイズル沢の源頭部に雰囲

気が似ているような気がするのは私だけだ

ろうか？ 

スラブ帯はホールド、スタンス共に豊富で

ほとんど二本足で歩け、ロープの必要もなく、

好きな所をグイグイ登って行けるので非常

に楽しい。みるみる高度が上がり、いつしか

森林限界を超え、眼下に景色が広がる。岳川

を隔てた向こう側には山頂付近がオレンジ

に色付いた薬師岳が望め、遠くには焼石・栗

駒・船形といった東北の名峰が並ぶ。さらに、

その右奥には富士山のようなきれいな三角

形の山が・・・そう、メンバー全員が大好き

な鳥海山である。明るいスラブ登りと大展望

で、再びハイテンション！！さらに、見上げ

る稜線は岩峰群の黒と、ハイマツのグリーン、

それにすっかり色付いた低灌木のオレンジ

のコントラストが素晴らしい！！特にグリ

ーンとオレンジのコントラストは気の早い

クリスマスカラー！！つい浮かれてしまう。 

 

■写真上 快適に登れる小滝もあるよ！！ 

■写真中 スラブをグイグイ登って行く。 

■写真下 稜線直下の紅葉は見事！！ 

 

さらに、もう紅葉の時期だというのに高山

植物もちらほら咲いていて、名花、ハヤチネ

ウスユキソウも名残花の如く咲いたままドライフラワーのように枯れていて、つい武蔵坊弁慶が立ったま

ま矢に打たれて、事切れているシーンを思わず連想してしまったのは、きっと私だけであろう。まあ、ど

うでも良いことである。 

いつしか水も切れ、薮漕ぎもなく源頭を詰め稜線に立つと、今まで見えていなかった反対側の山々の姿

が一気に開ける。まず、一番目立つのはキレイな円錐型の岩手県の名峰、岩手山、そして、それに続く八

幡平からゴツゴツした秋田駒の稜線、さらに和賀山塊、よく見ると北の彼方に八甲田山までも望める！！



 

まさに見える山は全て見える！！でも、そ

れ以上に素晴らしいのは、これから辿る早

池峰山に続く稜線だ。その高山的な雰囲気

は、2000mに満たない山とは思えず、まる

で、アルプスの稜線のように美しく、歩く

のがもったいないくらいだ。いつまでも歩

いていたいと最初は思っていたが、実はこ

の稜線、近く見えていて意外に長く、これ

がなかなか辿りつかない。休憩を取らずに

一気に歩いたが、願ってもないこの快晴の

もと、休憩適地もたくさんあったので、こ

の素晴らしい稜線を、もう少しのんびりと

楽しんでも良かったかな。 

 ようやく山頂に立つと、最後まで見えて

いなかった三陸の海が遠くに光っていて、

これで360度見えるものは全て見えて大満

足な1日となった。しかし、さすがは東北

の名峰、山頂は大勢のハイカーで賑わって

いて、ここまで歩いてきた静寂さと雰囲気

が嘘のよう、やはりメジャーな山は、いつ

も我々が訪れているマイナーな山とは一

味違う。 

 下山は河原の坊ルートが途中、崩れてい

て立ち入り禁止なので小田越ルートを下

山する。後で聞いた話だが、河原の坊ルー

トの修復の目途はたっていないようだが、

実はこの河原の坊ルートこそ、古くからの

早池峰山神社の奥社、つまり早池峰山山頂

にある神社の参道として利用されていた

ルートのようで、神社側からは早くの復旧

を望む声が大きいらしい。沢沿いから脆い

ガレ場を通るルートなので、復旧してもそ

の後の管理が大変だと思うが、以前に子供

たちを連れて訪れた時に利用したルート

で、このルートが復旧すれば、下山に小田

越ルートを使うことで、無理なく周遊する

ことができるので、できれば復旧させても

らいたいところだ。 

  

■写真上 早池峰山目指してアルプスの

ような快適な縦走路を歩く。 

■写真中 早池峰山山頂にて。 

■写真下 早池峰山を後にして下山。 

 

下山した小田越ルートは、部分的に岩場に梯子がかかったり、そうかと思えば木道が整備されていたり

と変化に富んでルートで、早池峰山全体に言えることだが森林限界が1200ｍ付近と非常に低く、その上は

アルプスを彷彿させる草原とハイマツと岩の殿堂で高山的な雰囲気が味わえハイキングの山としても秀

逸、人気があるのも納得である。 



 

最後は、小田越からホリホリに車を回送してもらい楽をさせて

もらった。これは別にホリホリがジャンケンに負けたわけでも、

いじめられたわけでもなく、自ら志願して取りに行ってくれたわ

けで、ホリホリにメンバー全員感謝！！である。 

 下山後は麓にある「ぶどうの湯」という、どこがぶどうなのか

わからない温泉で汗を流し（￥500）、「山から下りたら肉でしょ

う！！」と花巻市街では焼肉と冷麺で評価の高い「ヤマト」とい

う花巻のレストランをｍさんがネットで見つけ、「肉・🍖・ニ

ク！！」と車中で連呼しながら「ヤマト」を目指し、そのまま皆、

ウレション状態でここで今日の打ち上げ！！ 

思い残すことなく、明日の目的地、蔵王の振子沢に向け、東北

道を南下した。 

 

 奥鳥沢は、技術的には難しいところもなく、辺りの雰囲気はま

るでアルプス！！さらに無理なく東北の名峰、早池峰山に登れる

ので初心者にもお奨めの沢です。沢のグレードは１級、登攀グレ

ードも２級を超えないが、インタレスティンググレードは高く、

周辺の雰囲気も非常によく、花の時期で天気の良い日に遡行す

ればきっと素晴らしい１日になるでしょう。また、今回のよう

な大雨の翌日の晴天でも、もともと水量が少ないので、比較的

安心しては入れるルートなので、東北の沢の増水時の転進先と

してもお奨めです。 

■コースタイム 

河原の坊駐車場（5:50）～（6:40）大理石の沢床（7:00）～（7:08）

壊れかけの堰堤（7:25）～（9:50）稜線～（10:45）早池峰山（11:25）

～（12:55）小田越登山口 

 

■写真上 振子沢下部のボルダーチックな小滝を登る。  

■写真中 振子滝下段の滝が見えてきた！！ 

■写真下 圧巻！！振子滝の上段滝！！名瀑だ！！ 

 

９/２０ 蔵王・振子沢 

 さて、私にとって念願でもあり、

鬼門ともいえる振子沢である。お

そらく、計画書は過去10枚くらい

は書いている。そして、過去３回

も出向いている。しかし、悪天に

阻まれたり、火山の危険レベルが

高かったりで未だに行けていな

い沢である。つい最近、今年の７

月にも遡行を試みたが振子滝ま

でも達せず、大雨のため引き返し

ていて因縁すら感じさせる沢な

のである。しかし、今回はまさに

ヒョウタンから駒、もともと振子

沢は候補にすら入っていなかっ



 

たのに、たまたま、直前の台風による大雨で水量の少ない場所、

という限定で候補地を選んだ際に、一気に急浮上した沢なので

ある。「行くぞ行くぞ！！」と気合を入れていると簡単にはぐら

かされ、ひょんなことで突然チャンスは訪れる。世の中、案外

そういうものなのであろう。 

 しかし、朝目覚めると、予報は申し分ないにもかかわらず、

厚い雲が天を覆っている。「またかぁー！！」と思わず天を仰ぐ。

やはり、私にとって振子沢は鬼門であり行くことのできない場

所なのか！！と一瞬思ったが、気を取り直し現地に向け車を走

らせるとあら不思議！！雲はみるみる消えていき、蔵王連峰は

見事なモルゲンロートに山肌全体が赤く染まっている。「今度こ

そ！！」と確信めいたものを感じることができた瞬間であった。 

 蔵王寺のパーキングに車を停めて6:20出発、歩き慣れた道を

濁川に向け下降する。途中、山ブドウのトンネルなどもあり、

昨日のぶどうらしくない温泉の代わりにこんなところでぶどう

の歓迎を受ける。味は吐き出したくなるくらいすっぱかったが

まあ、気は心である。 

 濁川に降り立ち、少し上流の左岸

から流入する小さな沢が振子沢で

ある。沢床は砂で覆われ、やや薮っ

ぽい冴えない沢であるが、ボルダー

チックな小滝が連続してそれをグ

イグイ超えていく。この辺りを歩く

限り、この沢の人気が全く理解でき

ないショボ沢である。しかし、この

ショボ沢が振子滝が現れるととも

に、まるで毛虫が蝶に変身するよう

に、あでやかな美渓に変化するのだ

からわからないものである。 

  

■写真上 飲む！！旨い！！ 

■写真中 振子滝の上は楽園！！ 

■写真下 明るすぎる沢！！ 

 

振子滝は上段と下段で構成され

ているが、下段が姿を見せると今ま

で覆っていた両岸の藪は一気に後

退し、明るく開けた沢に変化する。

濁川対岸から見えていた振子滝は、

まるで切れの悪いショ〇ベンのよ

うな、か細い線にしか見えなかった

が、近づいて見ると高さもあり思っ

ていたよりずっと立派な滝である。

風が吹くと落下する水がユラユラ

揺れることから振子滝と呼ばれて

いるようだが、そんな頼りなさは全

くなく、名瀑といっても良い代物で

ある。 



 

下段の滝は右岸の藪から容易に高巻くことができる。薮に

しっかりついた踏み跡を辿ると、下段よりさらに高さがあっ

て立派な上段の滝が現れる。前座の小滝を合わせると側壁を

従えた３段の垂瀑で思わず立ち止まって見とれてしまう美

しさである。 

以前にここを訪れたことのある銀座３中メンバーは、ここ

の巻きがボロいスラブで極悪だったと口々に言うので、より

楽なルートを探しながら左岸を巻きにかかる。最初は良かっ

たが徐々に傾斜が増し、ザレザレの小石が乗っているスラブ

となってきた。たまらず途中でロープを出すことにして、細

い灌木でビレイしてもらい登るが、足がズリッといきそうで

嫌らしい。手もカチッとしたホールドがなく、ブッシュまで

ほんの３ｍ程だが真剣勝負、しっかりしたブッシュに手が届

いたときは思わずホッとした。このブッシュでランニングを

取れてだいぶ気が楽になり、徐々に傾斜も緩くなり３０ｍい

っぱいで滝上の安定した平坦地まで登ることができ、ロープ

をフィックスして後続に登ってもらう。技術的のも精神的に

もここが振子沢の核心部であった。 

 ここは落石には本当に注意が必要だ。という

のも、触る石はほとんど浮石で、落としたらホ

ントにヤバイ大きな浮石もゴロゴロある。もし、

落とせば落ちる方向によっては下にいるメン

バーに向けて落ちていく可能性も高く、待機し

ているメンバーがいる場所は狭いルンゼなの

で落石が来ても除けるのが難しいからである。

特にメンバーが多い時はここは要注意箇所で

ある。 

  

■写真上 ミニゴルジュの中を行く！！ 

■写真中 このミニゴルジュは左右の岩稜を

分かれて登った。 

■写真下 地球の割れ目のようなゴルジュ！！ 

 

さて、緊張感を味わった後の振子沢上部はまさに楽園で

あった。「火星のような沢」という記録もあるが、私的には

ビックサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテンをミ

ックスしたような雰囲気、なんていうか「生物が住む前の

火山活動が活発な剝き出しの地球をミニチュアにして庭園

を造った感じ？」。 

ウーン、おそらく意味が伝わらないかもしれないけど、火

星と違って水も緑もあるので生命の営みを感じるのだ。と

にかくメチャ明るくて、ミニゴルジュがあったり小滝があ

ったりして、それを上から俯瞰もできて、その気になれば

中を探検することもできて、基本岩床なのでスゴク歩きや

すくて・・・とにかく良いところなのだ。ここも他の沢に

は決してない独特な世界がある。このミニゴルジュが終わ

ると、詰めは黒部源流の薬師沢左俣を彷彿させる小川流れ

る草原地帯となり、行く手は黒部五郎カールのようなグリ



 

ーンベルト、といえば少し褒めすぎだが、

まあ当たらずも遠からずだ。そして最後

に控えしは‥‥そう、エメラルドグリー

ンに輝く「蔵王の瞳！！」 

お釜と呼ばれている火口湖が眼前に

思った以上に大きなスケールで現れる

のだ。振子滝から上はまさにアトラクシ

ョンぞろいで飽きる隙も与えない・・・

「なるほど、これが振子沢か！！」 

 火口湖の周りは稜線の登山道から丸

見え、しかも、基本立ち入り禁止の場所

なので、人がいればやたらに目立つ場所、

いわゆる蔵王のお立ち台のような場所

である。当然だが原則、迂闊なことはで

きないところなのだが、そういう所で平

気で迂闊なことをしてしまうのが今回

のメンバーたる所以。望遠鏡で覗かれた

らどうすんじゃい！！ 

さて、火口湖に沿って半周くらい歩く

が途中から立派なトレースが現れ非常

に歩きやすくなり、火口湖沿いのハイキ

ングを満喫する。最後はグイっとトレー

スを登れり、立ち入り禁止の柵を跨げば

刈田岳付近の登山道に合流！！昨日の

早池峰山は多くのハイカーで賑わって

いたが、ここはもっと多くの観光客で賑

わっていて、もう行列状態。刈田岳山頂

手前に駐車場に抜ける道があったので、

初刈田岳のホリホリ以外は山頂をパス

して駐車場に。当初、ここでヒッチハイ

クをして蔵王寺パーキングまで乗せて

もらおうと考えていたが、コロナ禍の

中、それは結構難しそうだし、やる方

も勇気がいる。そんな中、13:00発の定

期バスがあることがわかり、30分も待

てば出発するのでこれ幸いとバスで蔵

王寺パーキングに向かうことにして一

件落着！！ 

  

■写真上 ゴルジュの上は明るすぎる

小滝の連瀑！！ 

■写真中 その上は黒部源流を彷彿さ

せる小川のせせらぎと草原！！ 

■写真下 そして「蔵王の瞳」に到着。 

 

なお、後でわかったことだが、この日のエコーラインから刈田岳に登るルートは大渋滞で、仮にヒッチ

ハイクに成功したとしても、車で戻ってくるにはかなりの時間を費やすことになるのでバスが大正解！！

もし、今後振子沢を計画する方がいるようでしたら、13:00のバスで戻ることをお奨めします。特に最盛



 

期の昼頃はエコーラインが大渋滞する

ので、もし車での回収を考えるなら、

刈田峠で回収した方がベターである。

なお、記録を読むと地元の多くのパー

ティーは蔵王寺と大黒天に車をデポし

て、火口湖から稜線に上がらず、濁川

を下降して大黒天に登り返している記

録が多い。立ち入り禁止の場所から登

山道に合流するのも気が引けるので、

車２台の時はそのルートも候補に入れ

ても良いと思う。混んでいる時の刈田

岳山頂付近は立往生する可能性が高い

ので車で近づかない方が良い。 

  

■写真上 蔵王の瞳！！ 

■写真下 火口湖の脇を快適にハイキ

ング！！ 

 

我々はバスで無事、車をデポした蔵

王寺パーキングまで戻って、温泉は遠

刈田温泉の「まほろばの湯」（￥800）

ここは、昼のランチタイムに間に合え

ば、焼肉が\1500でさらに風呂代はサー

ビスというとんでもなく魅力的なラン

チパックがあるので覚えておいて損は

ない。なお、普通に入浴の場合は\800

にしてはちょっとショボいかなぁー。

この値段出せばもっといいところはき

っとあると思う。ただ、昨日と違って

温泉らしい温泉に入れたのでまあ良し

としよう。打ち上げは白石の街のどこ

かでと思ったが、どこもシャッター通りで結局、国道を国見付近まで走ってラーメン屋（すみません、名

前忘れました）で済ませ、所々渋滞するも順調に帰京した。 

 

 振子沢は期待以上の好渓であった。振子滝までは地味でショボいがその後の上流部が何と言っても素晴

らしい！！振子滝も一見の価値がある。ここは奥鳥沢同様、ぜひ晴れた日に行ってもらいたい沢である。

ガスって周りの景色が見えなければ魅力半減である。振子滝上段の巻きは特に落石に注意が必要。沢のグ

レードは1級上、登攀グレードは3級（難しさの3級というより嫌らしさの3級）位である。 

 

 最後に、いつものことだが一緒に行ったメンバーにはホント楽しませてもらいました。一人ではたいし

て面白くないことやスルーする出来事がメンバーがいる事で2倍にも3倍にも楽しさが膨れ上がって、ずっ

と楽しい気持ちでいられる。いつもながらホント一緒に行ったメンバーに感謝です。有り難うございまし

た！！ 

 

■コースタイム 

蔵王寺パーキング（6:20）～（7:00）振子沢出合（7:10）～（8:00）振子滝下段～（8:35）振子滝上段（9:55）

～（11:05）火口湖（11:20）～（12:10）稜線登山道～（12:35）刈田岳駐車場 

  



 

  

 

 


