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 東京では4日連続で20℃を越え、桜吹雪

が街をピンクに染める今日この頃、山も

めっきり春めいて、パウダーの時期はも

う終了、全山ザラメの季節がやってきた。

こうなると、少し標高差のある滑りごた

えのある山を目指したくなってくる。う

まい具合に今週末の予報はかなり良く、

THE DAYの予感！！ 

ということで、今年、まだ足を踏み入

れていない南会津の山々にターゲットを

絞ることにした。メインディッシュは久

しぶりの大戸沢岳（1999年から23年ぶり）、

それも初トレースの桑場小沢か中ノ沢の

滑降を目指すことにする。これができれ

ば今週はもう充分満足なのだが、余力が

あれば、比較的軽めの王博士山のブナの

森を滑ろう、ということになった。 

 ところが、今週、天気は良さそうなの

だが、なぜか真冬並みの寒気が舞い降り

てきて、4/2の桧枝岐の最低気温が何と

-8℃、4/3もｰ5℃と厳冬期並みの気温にな

りそうである。最高気温も5℃～7℃とい

うことで、標高の高い山は、終日氷点下

と考えるのが妥当である。一度溶けた雪

がこの気温で冷やされればどうなるかは

一目瞭然である。そう、全山がザラ

メ！！・・・ではなく、決して侮ること

ができない、全山「カリンコリン星」と

化すのである。 

2018年3月に図らずもここ南会津の山

（三岩岳）で、判断を誤って「カリンコ

リン星」に突っ込み、標高差約200ｍも滑

落して、九死に一生スペシャルを経験し、

もう２度目は絶対にないと思っている私

にとって、この低温傾向はかなりのプレ

ッシャーである。 

 

■写真上 このカーブミラーから尾根に

取付く。 

■写真中 いい感じのブナの森。 

■写真下 幻想的な霧氷の森！！ 

 



 

最近つくづく思うのは，山で遭難を防

ぐために一番大事なのは、技術でも体力

でもなく、自分のレベルと、山の状況を

正確に理解する判断力であるというこ

とである。どんな上級者でも、この判断

を誤れば事故るし、初級者でもこの判断

が正確にできれば事故は未然に防げる。

ただ、これが「言うが易し、やるが難し」

でなかなか難しいのである。謙虚に経験

を重ねていくしか方法はないのだろう

が、臆病になり過ぎても、なかなかこの

判断力はつかない。そう、多少危険な目

に合って無事に生還しないと、この判断

力はなかなかつかないのだ。困ったもの

である。まあ、とにかく引き出しを広げ

て、あらゆる状況を想定に入れて、いざ

となればスキーを担いでアイゼンでの

行動もやむなし、くらいの覚悟で行き、

現場で慎重に判断して行動を決めるし

かないのであろう。 

そんなことで、今回、わずかな抵抗を

試みる。天気は良いが気温が低い4/2に

大戸沢岳を予定していたのを、雲は多少

増えるが北風から南風に変わり、多少な

りとも気温が上がる4/3に変更し、マジ

で寒い4/2は、より安全と思える森の中

の山である王博士山に行く事に直前で

変更したのだ。そう、より安全だと思え

ば、小さなことかもしれないが、やらな

いよりやった方が良いだろうという判

断からである。   

さて、この結末は・・・では報告であ

る。 

 

■写真上 王博士山の山頂！！ 

■写真中 霧氷の疎林を飛ばす！！ 

■写真下 王博士山と博士山の沢床に

降り立つ。 

 

４/２ 小野川集落～王博士

山～博士山 

 前夜、東川口を出発し、北上するが山に入る前からマジ寒い（那須塩原SA付近で2℃）。春に慣れた体に

この状況下でテントの仮眠は何としても回避したいところだ。仮眠場所を探しながら彷徨い走り、幸運な

ことに、場所はあえて公にしないがなかなか快適な場所を見つけて入山祝い後仮眠。（4～5人なら快適に

寝られる。） 

 4/2は5:00に起床し、途中、田島のコンビニで暖かい朝食を採って入山口の小野川集落に向かう。今年



 

は雪が多く、小野川集落のどん詰まり、

博士峠のトンネル工事をしている場所で

除雪が終わっていた。土曜日の早朝なの

に工事関係者が車で続々と出勤。トラブ

ルを恐れて、事前に駐車の許可を得る。

特に問題なくホッとして、指定された邪

魔にならない路肩に車をデポして7:15に

出発。１㎞ほど雪に埋もれた車道を緩く

登って、つづら折りが始まる直前で車道

を離れ、細い尾根に取付く。雪に半分以

上埋まっているカーブミラーが目印であ

る。 

 最初は、樹林の濃い雑木林で尾根も狭

く、滑るには苦労しそうな尾根であるが、

標高差で200ｍも登ると尾根は徐々に広

がり、感じの良いブナの疎林となって、

帰路の滑降が楽しみになって来る。 

快適に登って行くと、何と上部の森は

全ての梢に霧氷が張り付き、先日の鍋倉

山と同様、氷の花が咲き誇っている！！

何度見ても飽きることのない絶景であ

るが、鍋倉のそれとは微妙に雰囲気が違

う。鍋倉は氷というより雪がガバっと梢

に張り付き、樹氷に近いダイナミックな

白銀の森であったが、今日のここ、王博

士の森は、まさしく霧氷、非常に繊細で

薄く木々の梢に張り付き、梢が透けて見

えるほどの透明感の高い氷の花である。

まあ、どちらもそれぞれに趣きがあって

甲乙つけ難いほど美しい。 

こうなると、いつものことだが写真を撮ったり、つい

見惚れて立ち止まったり、深呼吸をしたり、キジを打っ

たり（？）で歩みがちっとも進まない。 

 

■写真上 博士山への登りで出会った絶景！！ 

■写真中 絶景の森を行く。 

■写真下 繊細で透明感ある美しさの霧氷。 

 

それにしても見事な森である。こんなところでテント

を張って、昼間から雪テーブルを作って宴会でもしたら、

きっと最高に贅沢なキャンプが楽しめるであろう。余計

なお世話だが、今流行りの「キャンプの達人」ボッチヒ

ロシにもぜひこの経験させてあげたい。きっと発狂する

くらい感動するに違いない。いつも見ることのできる光

景では決してない。限られた人しか味わえない特別な体

験なのだが、何故か今年はこういう絶景に出逢う機会が

多く、ホント幸せなシーズンであった。 

さて、この素晴らしい森を夢気分でのんびり歩いて行



 

けば、自然と王博士の山頂に導かれる。

ぐるりと見渡せば、燧ケ岳から会津駒・

大戸沢・三岩・窓明と続く南会津の主稜

線が、今なお厳冬期の装いで見事な銀屏

風をそそり立たせ、越後や会越の見覚え

のある名峰たちも負けずに高さを競いあ

っている。また、目を転じれば、会津盆

地の向こうには磐梯山や吾妻連峰・安達

太良山といったおなじみの山々も姿を現

している。そして、眼前に聳える博士山

の山頂の上には、よく見ると飯豊連峰の

稜線部のみが顔を出している。素晴らし

い景色にウットリ。懸念していた「カリ

ンコリン星」も思い過ごしで今日は成り

を潜めていて心配なさそうだ。 

時間はまだ10:00、思ったよりあっさ

り登ってしまったし、天候も申し分ない

ので、予定外ではあるが、博士山まで足

を延ばすことにする。150ｍほど滑って、

ほぼそれと同じだけ登り返せば博士山

の山頂で、片道1時間ほどの寄り道であ

る。前回、ここを訪れた時は吹雪でそん

な気はとても起きなかったが、やはり、

いくら「王」が付いていようが所詮、王

博士山は尾根状の1ピークに過ぎず、博

士山が主峰である。であれば登れるとき

に登っておきたいと思うのは自然の成

り行きである。 

 

■写真上 博士山山頂！！ 

■写真中 博士山から霧氷の稜線を望

む。 

■写真下 博士山から飯豊連峰を望む。 

 

王博士山からは北西にスペースを見

つけて滑降を開始！！少し硬いがまず

まず快適に滑る。100ｍほど気持よく滑

った後は博士山に近づくため、北にトラ

バース気味に滑べれば開放的な沢床に

降り立つ。この沢の左岸を登って行くと

再び霧氷地帯！！この辺りも実に良い

森で、傾斜も緩く快適なプロムナードで

ある。そして、予定通り、王博士から約

1時間で主峰の博士山の山頂に到着。す

ると、王博士山では頂稜部しか見えなかった飯豊連峰や、さらに遠くに霞む朝日連峰まで新たに顔を見せ

我々を迎えてくれた。 

初山頂ゲット！！ここまで来た甲斐があった。 

さて、景色を堪能したら往路を戻ろう。霧氷の森を快適に飛ばし、沢床近くはストップ雪、午後になっ



 

てようやく雪が緩んできたようである。

滑った分登り返せば、再び王博士山にリ

ターン。 

ここでシールを外せば、後は滑るのみ

である。上部のブナの疎林は雪も適度に

緩み、思った通り快適。どこでも滑れる

が快適さに身を任せて滑れば、きっと右

の沢に迷い込み登り返すことになるで

あろう。ただ、それも一考である。山頂

に拘らなければ、博士山に向かわず、こ

の辺りの快適斜面を滑りつくす、という

のもありである。天候が良くない時は、

むしろその方が楽しいと思う。 

さて、1100ｍ位までは快適斜面が続く

が、この辺りから樹林が混み、尾根も細

くなる。我々はこの尾根を嫌い、左の

広い沢に降り、つづら折りの車道に出

るルートを採る。思った通り問題なく

滑れ、車道もショートカットして滑っ

て行けた。その後はストップ気味の雪

を自動運転で、車のデポ地に13:30到着。

終わってみれば、軽く流すつもりがし

っかり行動して、標高差約1050ｍの快

適なルートであった。 

博士山の山スキーというと、多くは

西側の琵琶首からのルートが紹介され

ている。私はそのルートを訪れたこと

がないので何とも言えないが、今回辿

った王博士山～博士山ルートもアップ

ダウンはあるが、それがまた変化があ

って楽しく、夏道のない素晴らしい森が

続いていて、逍遥派の山スキーヤーには

自信を持ってお奨めできる好ルートで

ある。 

 

■写真上 大戸沢岳のブナの尾根に取

付く。 

■写真中 まだ晴れていて、三岩岳がキ

レイに見える。 

■写真下 緩急自在のブナの尾根を行

く。 

 

さて、下山後、旨いものを食べようと

田島の町に戻って入った店が「はだか

や」という店。ここはラーメンから刺

身・天ぷら・ピザ・パスタ・とんかつと何でもある地元のファミレス的な店で、味も美味しく、今後の田

島での食事の定番になりそうだ。覚えておいて損はない。 

さらに今夜のお宿は、Ａ原さんが交渉して伊南町の旅館を素泊まり￥3000でゲット。温泉ではないがゆ



 

っくりお風呂に浸かって、楽しく飲んで、

舟をこぎだしたらフワフワの布団で爆

睡。これをひとことで表現すれば「幸

せ！！」という文字になるのであろう。 

 

■コースタイム 

除雪終了点（トンネル工事現場）（7:15）

～（10:00）王博士山（10:25）～（11:25）

博士山（11:50）～（12:35）王博士山

（13:00）～（13:30）除雪終了点 

４/３ 大戸沢岳～中ノ沢 

  

 今日は標高差約1250ｍ、そこそこ長丁

場なので、5:00に起床し入山地の嫁郷に

向かう。小豆温泉を過ぎてスノーシェッ

ドを抜けた狭いスペースに車を突っ込ん

で6:45、気合を入れて出発。早朝がゆえ、

最初から「カリンコリン星」をクトーを

効かせて慎重に登る。この辺りの山の特

徴だが、尾根に乗るまではかなりの急登

である。ここはクトーよりツボ足が正解

と、途中で板を背負いキックステップで

急斜面を直登。約150ⅿ登って1030ⅿ付近

でようやく尾根に乗り、傾斜が落ち着い

たのでここからシール＆クトーで登る。

この尾根は緩急変化に富んでいて、滑っ

ても楽しい尾根だ。20年以上前には、良

く通ったものである。別に嫌になったわ

けでもないのに、なにゆえ足が遠のいて

いたのが不思議である。 

 

■写真上 だいぶ登って北が天気が怪

しくなってきた。 

■写真中 大戸沢岳山頂まであと少し。 

■写真下 大戸沢岳山頂台地。天気は何

とか持っている。 

 

ここを訪れたのは実は今回で4回目だ

が、過去3回がいずれも1990年代である。

やはり、間隔をあまり開けずに通うと

「もういいかな？」という気になるのか

もしれない。ただ、過去3回とも尾根を

滑降していて、私にとって、この付近の

沢はどこもまだ未滑降である。なのに最

近の記録を読むと中ノ沢や桑場小沢の滑降はかなり楽しそうだ。私が通っていた1990年代はまだ、沢滑降

は一般的ではなく、無条件に恐れ、かなり危険な行為とされていた。しかし、最近はちゃんとリスクコン

トロールをすれば、充分ルートになることがわかってきて、この山に限らず、沢を滑降ルートに採ること



 

は珍しくなくなっている。もちろん、

条件付きではあるが、ここ20年かそこ

らで考え方は変わった。そう、時代は

変わったのである。 

ということで、23年ぶりの今日は、

沢滑降を狙っての計画である。気温は

低めで、最近降雪もないので、「カリン

コリン星」になっていなければ今日は

チャンスである。ブナの疎林が美しい

尾根を標高差300ⅿごとに休憩を取り

ながら、ゆっくりではあるが確実に高

度を稼ぎ山頂を目指す。 

 ただ、思ったより早く天候が悪化し

てきて、西側から鉛色の雲が空を埋め

始め、嫌な雰囲気になってきた。山頂

に着いた時点で視界がないようなら潔

く往路を引き返すことを覚悟したが、

ここから天気は粘り腰を見せてくれて、

我々が山頂台地にたどり着くまでなん

とか小康状態を保っていてくれた。 

11:35山頂台地着！！辺りの景色は、

べた曇りだからか、凹凸のない味気な

い景色になってしまったが、その中で

も、北に連なる丸山岳方面の山々だけ

が、まだ日が煌々と当たっていて、山

稜が妙に輝いて見えるのが印象的だっ

た。 

本当の山頂はここから稜線をダラ

ダラと辿らねばならず、この山に山ス

キーで来る人のほとんどが、この山頂

台地を山頂としているようで、我々も

今回はここを最終地点とすることに

した。本当の山頂より20ⅿほど低い

2070ⅿ付近である。うまい具合に視界

は持ってくれている。雪質も適度に緩

んでいる。さあ、ここからがお楽しみ

タイムである。いざ！！ 

 

■写真上 最初は北に向かう尾根を

滑る。 

■写真中 適当な所から中ノ沢の急

斜面に飛び込む！！ 

■写真下 ザラメの大斜面を快適滑

降！！ 

 

最初は北に向かう尾根を少し滑り、急傾斜の中ノ沢の源頭に舵を切る。気持ちの良いザラメの懐かしい

感覚が蘇る。もちろんパウダーも最高だが、ザラメにはザラメの良さがあり、これはこれでまた素晴らし

い！！スケールの大きな斜面が延々と続く。「いいねー大戸沢岳！！」 



 

一生懸命稼いだ高度を惜しげもなく

落としていく。これも山スキーの刹那、

短い時間に凝縮された充実の時間であ

る。傾斜が落ち着いた沢床（1480ⅿ付近）

で1本取る。一気に標高差約600ⅿも滑っ

てきた事になる。パンパンになった腿の

乳酸を取るために充分休ませてやる。こ

の下がゴルジュっぽくなっていて、うま

く通過できるかどうか行ってみないと

わからない。右岸の尾根からゴルジュを

巻けないかと思い、トラバース気味に滑

って尾根に上がってみたが、反対側は超

急斜面で下降は難しいようだ。これは、

素直にゴルジュの中を行った方が良さ

そうである。ゴルジュの入口に立ち、中

を覗くと急斜面で雪面は多少荒れてい

るものの、大きなデブリもなく問題なく

通過できそうである。滑ってみれば、案

ずるより産むが易しであった。ここを越

えると沢は大きく開け、雪はザラメとス

トップ雪が混在し、非常に滑りにくくな

る。概して汚い雪の方が滑り易く、キレ

イな雪でストップがかかるので、できる

だけ汚い雪を拾いながら滑る。まあ、傾

斜は緩いので困難な滑りではない。 

 

■写真上 三岩岳バックにザラメの大

斜面を快適滑降！！ 

■写真中 一気に標高差600ｍ降りて一

休み。 

■写真下 核心部のゴルジュを滑降。 

 

やがて桑場小沢が右岸から出合うと、

沢床にはデブリが目立つようになり、一

段上がった左岸を滑って行く。トレース

が続いているので、このまま滑って車道

に出るかと思いきや、それは甘く、雪の

ない急斜面をトラバースしなければな

らない。結構難儀である。少し戻ればス

ノーブリッジがあることは確認してい

たので、板をはいたまま少し戻りスノー

ブリッジで右岸に渡る。最後は賞味期限

ぎりぎりの頼りない雪の付いた崖の下

をトラバースすれば、後は自動運転で車

をデポしたすぐそばの車道に導かれて、

思った通り充実した滑降を終えた。山頂台地から1時間20分の快楽であった。実に快適！！また来ようか

なー、大戸沢岳。 

 



 

下山後は、桧枝岐の「燧の湯」へ。13:00

～14:00まで清掃中ということで10分程待

たされたが、おかげで一番湯をほぼ貸切状

態で楽しめた。ランチはなかなか良いとこ

ろがなく、少し走って西那須野で中華屋さ

んを見つけて打上げ。多少の渋滞はあった

がまずまず順調に帰京した。 

 

■写真 賞味期限すれすれの繋がった雪

を何とか滑りフィニッシュ！！ 

 

会津駒・大戸沢・三岩・窓明周辺は標高

差のある滑降ルートが何本もあり、尾根ル

ートこそ、そこそこトレースしているもの

の、沢ルートは、ほとんど未滑降である。今回初めて、この山域の沢滑降を経験して素晴らしいエリアで

あることを改めて再認識した。標高差1200ⅿオーバー！！時間はあまり残されていない。体が動くうちに

別ルートでぜひ再訪したいと思う。 

 

■コースタイム 

嫁郷（6:45）～（9:00）1386ⅿ標高点～（9:50）1553ⅿ標高点～（11:40）大戸沢岳山頂台地（12:00）～

（12:20）1480ⅿ付近（12:40）～（13:15）嫁郷 

 

 


