
 

栗原川～ツバメ沢～ケヤキ沢下降 

 

２０２２年６月２５日～２６日 

メンバー：Ｔ野・Ｎ野・Ｔ中ｍ・Ｋ谷野 

 

 最初に栗原川に興味を覚えたのは10年前、山登魂の治田さんの記録を読んだころである。「関東近辺に、

これほどおおらかにナメとゴルジュと大滝を従えた本流が、今までそう遡行者を迎えることなく存在し

ていたとは・・・」 このワンフレーズが美渓ハンターである私の心の奥底に火を付けて、それから興

味は脈々と受け継がれてきた。その後、時々出てくる記録のほとんどが、この渓の美しさに対する賞賛

の嵐！！さらにここ数年は、それらの記録を見た多くの遡行者で賑わうようになってきたようで、ガイ

ド本でも紹介されるようになってきた。 

ただ、（これはあくまでも個人の感想なのだが）惜しむらくは栗原川流域は林道に囲まれているため、

顕著な山頂に突き上げるわけでもなく、遡行終了点が林道、というのが何とも味気なく、完結した沢登

りらしくないところが、少し前の私にとってはマイナスイメージとなって、なかなか第一候補とはなら

ないでいたのだ。 

しかーし、あれから10年の月日が

流れ、年齢と共に思考も興味も変わ

ってきて、渓が素晴らしければ、そ

のあたりの面倒くさい感情はどうで

も良くなってきた。さらに・・・、

ここ最近、以前は全く興味のなかっ

た「歴史ロマン！！」つまり、「古

道」とか「集落跡」とか「城跡」な

どに琴線が結構強く反応するように

なってきたのである。 

 

そうなると、渓のあちこちに古の

集落跡が点在するこの栗原川はかな

り魅力的である！！ 

 

■写真上 強固な車止め手前に車を

デポして歩き始める。 

■写真下 大迫力！！川幅いっぱい

に落下する「岩塚ノ滝」。 

 

なんでも、この辺りに散在する集

落跡は、足尾銅山が栄えていた明治

後半から昭和初期にかけて、足尾銅

山で働く人達の住居建築や燃料に使

用するための木材を伐採するために

設けられた林業拠点で、こんな山奥

に多くの人たちが住んでいたようで

ある。そして伐採された木材は壮大

な空中索道によって足尾銅山の基地

である銀山平へ運ばれていたという

ことである。さらに、索道を利用し

て、朝刊がその日の夜にはこの山奥



 

の集落に届けられていたというか

ら驚きである。 

ちょっと待って！！ この話、

時は明治～昭和初期の話である。

そのころの日本は、ようやく鉄道

が引かれ、まだ田舎では電気すら

通っていなかった時代である。そ

んな時期にこんな山奥でこんな事

業が行われていたとは・・・。や

っていることがなんか、目茶苦茶

スケールでかくないですか？ 

 

■興味のある人は下記をクリッ

クして見てね。長文だけどじっく

り読むと、歴史ロマンが好きな人

はきっとこの地を訪れてみたくな

ると思いますよ！！ 

http://kisosanrin1901.org/wp-content/uploads/2020/03/kisosanrinrb010116.pdf 

 

う～む、確かにこれは興味深いぞ。

時が流れれば人の思考も興味も変わ

る。今回は渓の美しさはもちろんだ

が、この壮大な歴史ロマンも感じた

くてこの沢旅を計画したのである。

では報告です。 

 

前夜、集合した練馬駅を出発。遠

出に慣れている我々にとっては沼田

はホントご近所さんで、あっという

間にインターを出て「道の駅白沢」

へ。いつもの小部屋は先客がいたの

で他の屋根付き物件で良い場所を探

して入山祝い後仮眠。 

 

■写真上 栗原川の本領発揮！！広

大なナメ床で憩う！！ 

■写真中 源公平に残る石垣。 

■写真下 快適な岩床を遡行する。 
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たまには「セブン」や「ローソ

ン」、「ファミマ」ではなく、隣接し

ている「デイリーヤマザキ」で行動

食と朝食をゲット。普段利用してい

るメジャーなコンビニよりもパンの

種類もあって選択肢が多いような気

がする。さて、少し迷いながらもな

んとか栗原林道に入り、林道として

http://kisosanrin1901.org/wp-content/uploads/2020/03/kisosanrinrb010116.pdf


 

は道路状態の良い道を山奥に向かい

走って行くとやがて頑強な車止めが

あり、ここに車をデポして林道を歩

き始める。約2km、30分程で松反り

沢を過ぎてすぐの尾根を下降する。

先週遡行したＡ原メモによると「尾

根をそのまま降りると崖になるので

左の斜面を降りる。」とある。よく

見ると左にトラバースする踏み跡が

ありそれを拾って順調に下降。Ａ原

さん貴重な情報、有り難うね。 

本流は開放的で美しい。さすがに

この辺りは「川」である。サラサラ

流れる穏やかな清流であるが、右に

左にと渡渉すると思った以上に水圧

がある。平水の今日は全く問題ない

が、少し増水したら渡渉に苦労しそ

うな流れである。のんびり歩いて行

くとやがて、前方に川幅いっぱいに

落ちる滝が・・・。「岩塚の滝」であ

る。高さは5ｍ程だが大迫力の水量で

ある。直登は考えられず、左岸に踏

み跡があり問題なく巻くが、滝の周

辺の地形が厳しいからか、踏み跡は

意外に大きく高巻いている。 

 

■写真上 大膳ノ滝手前の前衛滝に

て！！ 

■写真下 赤い岩壁を従えたこの前

衛的の迫力は、栗原川の白眉である。 

 

「岩塚の滝」を越えると栗原川は

本領発揮！！黄金色の広大なナメ地

帯が続く。もし、前評判を全く聞か

ずにこの地を訪れ、突然この光景が

現れたら・・・！！ まるで宝物を

掘り当てたような感動を味わえるで

あろう。冒頭に記した治田さんの感

動が目に浮かぶようだ。 

しかし、感動より安全を重視する

小心者の集団ゆえ、つい記録を貪る

ように読んで、予習をしっかりして

から来ているので、大体の見当がつ

いている。それでも「オォォー！！」と思わず声が出るところである。 

ナメは凹凸があり、思った以上にスリッピーなため、何も考えずヒタヒタと歩いているとツルっと足

を取られるので要注意である。さらに、この辺りから右岸には広大な集落跡が広がり、そこは超快適な

散歩コースなので、石垣などに古のロマンを馳せながら、しばらくはこの集落跡を歩く。この辺り一帯

を「源公平」と呼ぶらしい。100張り以上のテントが張れる幕営適地である。それも当然の事、先にも記



 

したが明治後期から昭和初期には数百人が暮ら

す集落であったということだ。しかし、それだ

けの規模の集落跡の割にこういう場所にありが

ちな、朽ちた建物や野ざらしの墓、さらに、壊

れた茶わんや酒ビンに至るまで一切なく、あち

こちに石垣が残るのみである。まあ、80年以上

も昔に廃村になったので、その後の大増水など

で全てが流されてしまったのかもしれない。そ

のくらい綺麗サッパリ、痕跡が消えている集落

跡であった。 

さて、渓に戻ると記録でも有名な「源公の

滝」が樋状の急流で落ち、その後も美しいナメ

床主体の明るい渓に堰堤のような幅広の滝が散

見され快適な渓歩きが続く。 

明るい渓も徐々に両岸が高くなってくると、

正面に大きな岩壁が現れ、ただならぬ雰囲気に

なってくる。岩壁に見えていたのは、実は左岸

側壁で渓は左に折れ、「大膳ノ滝」の前衛滝が

おどろおどろしい赤い岩壁を背負い、迫力ある

容姿を現した。記録によると、この前衛滝は醸

し出す迫力とは対照的に比較的楽に突破できる

らしい。しかし、その後に現れる「大膳ノ滝」

や「五段の滝」は、クライミングのエキスパー

トの世界で、我々はハナから立ち向かうつもり

はサラサラない。 

 

■写真上 不動沢の渓相、淵にはイワナが泳い

でいた。 

■写真中 ツバメ沢出合の優良物件。 

■写真下 沢登り最高の時間！！ 

 

登って来た滝をひとつ下降して右岸の枝沢か

ら巻きにかかる。ここは巻きでもルーファイが

楽しく、また、この険悪なゴルジュ帯のすぐ上

が信じられないくらい穏やかな地形になってい

て、ここにも集落跡が広がっている。源公平同

様、80年以上前に生活の営みがあったようで

ある。この辺りを「円覚址」と呼ぶらしい。

石垣で区分けされ、段々になった集落跡を登

って行くと「円覚ノ滝」の右岸尾根に出て、

そのまま辿ると滝頭に導かれる。この流れは

「大膳ノ滝」上で本流と別れた不動沢の流れ

である。集落があったころはこの滝頭に水車

があったということである。果たしてどんな

風景であっただろう！！ 

 

想いを馳せるしかない。これも「歴史ロマ

ン」である。 



 

存分に思いを馳せたら、しばらくこ

の不動沢を遡行し、左岸の崖マーク手

前の尾根を地図上の1105ｍ標高点の南

東にある鞍部を目指す。ここからは踏

み跡に従い、歩みを進めるとやがて本

流に降りる尾根に乗り、問題なくツバ

メ沢出合に降りることができた。 

Ａ原メモはもちろんのこと、ほとん

どの記録がここで幕営をしている。な

るほど良いテン場である。もちろん、

我々もこれに従うことにする。我々は

本流右岸にテン場を求めたが、左岸に

も好物件があり、またツバメ沢に入っ

てすぐの左岸にも好物件があったので、

他のパーティーと重なってもテン場に

困ることはないであろう。 

さあ、やることやってさっさと落ち

着こう。薪拾いとタープ張りに分かれ

てそれぞれが仕事をこなし、やること

が終わればあとはゆったり焚き火ライ

フ。渓流で冷えたビールや日本酒、肴

は豪華で、松戸産の朝採れ枝豆、豚ト

ロ焼き、カモ肉の香草焼き、シーザー

サラダetc・・・。晩飯メインはＮ野が

キムチに大量の肉を漬けてきて本格的

な豚キムチ鍋！！沢でこれだけ肉を食

べたのは初めてかもしれない。 

もう、腹パンパン、御馳走様でし

た！！ 

暑くも寒くもなく、虫も気にならな

い快適な夜だった。 

 

■コースタイム 

車デポ地（7:15）～（8:10）入渓

（8:20）～（8:40）岩塚ノ滝～

（10:45）大膳ノ滝手前前衛滝

（10:50）～（11:35）円覚址～

（13:00）ツバメ沢出合 

 

■写真上 ツバメ沢入渓 

■写真中 ナメが散見される美しい渓

相のツバメ沢 

■写真上 ツバメ沢で一番楽しい10ｍ

滝 
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今日は4・5・6、そう、4時起床、5時食事、6時出発である。ツバメ沢に入ると渓は一段と細くなり、

気のせいかヌメリもなくなり歩きやすくなる。ナメが散見される登りやすい渓相だ。途中現れる10ｍ滝



 

も念のためロープを出したが左壁を快適に直登。

その後も似たような渓相で順調に高度を稼ぐ。

1：1の二俣が2～3カ所あったが全て右俣をチョイ

ス。上流部に難しくはないが、美しい緑のゴルジ

ュがあり渓に変化をつける。最後はそこそこ急に

なるが藪は全くなく、稜線に詰め上げる。「あ

れ？林道は？」と思ったが反対側にものの10ｍも

降りると立派な林道がありグータッチ！！ 

林道は標高約1400ｍ、涼しくて高原の散歩道の

ようだ。しばらく林道を辿り、Ａ原メモにあるカ

ーブミラーと「携帯通じます」の表記のある場所

から下降開始。すぐに水流が現れる。そのまま下

降しやすいケヤキ沢を下降するが、ここで私にア

クシデント！！ 

浮石でバランスを崩してリカバーできずに転倒。

その際、トレッキングポールで胸を強打してしば

らく呼吸ができなかった。「あー、やっちゃっ

た」という感じである。以前であればこの程度の

バランス崩しは簡単にリカバーしていた。おそら

く今回も日帰り装備であれば何とかできたと思う。

しかし、泊り装備（たいして重くはない

が・・・）であったため、それ

ができずにあえなく転倒した訳

である。 

正直、この程度のバランス崩

しは沢歩きではしょっちゅう起

きる。今回も気をつけてゆっく

り下ったつもりである。それで

もこのようなことが起きてしま

った。難しい渓ではなく、むし

ろ下降しやすい易しい渓である。

「もう、沢の下降は潮時なのか

もしれない。」ふと、そんな思い

がよぎった。 

 

■写真上 ツバメ沢の緑のゴル

ジュ！！ 

■写真下 ケヤキ沢を下降。 

 

胸を押さえて気をつけてゆっくり下降を続ける。すると、たいして歩かぬうちに、再びバランスを崩

し、一瞬耐えたかに思えたが「ビキッ！！」と胸に痛みが走り耐えきれず再び転倒。しばらく起き上が

れなかった。 

 

残念だが、明らかに加齢による衰えである。 

 

しかし、こんな状況だったが、「アドレナリン」というのはホントに存在するようである。その後も一

応、自分の荷を背負ってケヤキ沢を下降していく。痛みは感じるが手助けがいるほどではない。 

やがて、下部に大空間が・・・。ケヤキ大滝である。ここは右岸を少し登るとトラロープがあり、こ



 

のロープに導かれて急斜面を注意深

く左にトラバースすると立派な立木

にシュリンゲが2本巻き付けられて

いて、これを利用して約20ｍ懸垂し

てガレ場に降りる。先週、仲間がこ

こで落石によるヒヤリハットを起し

たので、落石に対応できる場所まで

退避して後続を迎える。 

 

■写真上左 ケヤキ大滝の右岸を懸

垂下降。 

■写真上右 大迫力のケヤキ大滝 

■写真下 ケヤキ沢と本流の合流点

にある小滝の連瀑。 

 

 

さらに降りるといつしか渓は伏流となり、岩がゴロゴロして歩きにくい。この辺りも右岸に集落跡が

あり、右岸の少し高いところに石垣で整備された山道が続いていた。調子よくこの山道を辿るが、やが

てこの道は崩壊して通過不能に。急なガレ場を慎重に沢床まで降りる。静寂の中に落石の音があちこち

でコダマする。気をつければ転落するような斜面ではないが落石の直撃が一番怖い。こういう場所は各

自それぞれが違うラインで降りた方が安全である。 

渓に降りると再び水流が現れ、美しい小滝をふたつ降りると明るい本流と合流。帰路は再びＡ原メモ

に従い、本流を下流に向かって少し歩き、850ｍ付近で渓が右に曲がる辺りにあるトラロープから林道に

上がる。釣り師の道であろうか、トラロープが張られた急斜面をしばらく登ると、なんと山道が現れ、

ここからはこの山道を登って行くと無事林道に上がることができた。後は来た道を戻るだけである。 

 

お疲れ様でした！！ 



 

 

温泉は「道の駅白沢」、ＪＡＦ割引で￥480/1人。コスパ良し。打上げは、肉は散々昨日の夜食べたの

で中華が良い、ということでありきたりだが「バーミヤン」、冷やし中華が旨かった。 

 

※結局、強打した胸は肋骨の骨折でした。レントゲンを撮った結果、医者によると9番は確実に折れて

いて10番も怪しい・・・ということでした。荷を背負って降りてきた事が嘘のように、2～3日は寝返り

も打てないほどの痛みでしたが、6日間過ぎた今日、土曜日、だいぶ痛みは和らぎました。何とか7月の3

連休には復帰したいと思ってます。 

 

その時はまた宜しくお願いします！！ 

 

■コースタイム 

ツバメ沢出合（6:00）～（8:00）林道～（8:20）下降点～（10:15）ケヤキ大滝～（11:10）栗原川本流

～（13:30）車デポ地 

 

 


