
 

尾瀬・小至仏山集中  奥利根・狩小屋沢 

 

２０２２年９月１０日～１１日 

メンバー：Ｔ野・Ⅿ浦・Ｋ井・Ｎ野・Ｔ中ｍ・Ｔ山・Ｎ谷 

 

 意外に思うかもしれないが、至仏山は

筋金入りの沢名山である。一般的によく

知られている尾瀬側から望む至仏山は、

深い切れ込みもなく、優しい表情で穏や

かな草原の山、といった風情である。し

かし、この山には実は裏の顔がある。そ

う、ジキルとハイドのような山なのであ

る。 

尾瀬の反対側、つまり奥利根側のこの

山は、蛇紋岩剥き出しの荒々しい表情を

見せ、深い切れ込みが何本も走っている

のだ。これらは全て、楢俣川の支流群で、

もれなく下流部は白い美肌の花崗岩の沢

床、上流部には赤茶色の蛇紋岩の岩盤が

付いてくる。つまり、どれをとってもな

かなかの美渓ぞろいなのだ。 

 今までに、ヘイズル沢・前深沢・後深

沢の3本を遡行して至仏山に登ったが、

ヘイズル沢は「関東の赤木沢」との異名

もあり、美しい淵と滝が連続して、その

ほとんどが楽しく突破できる超美渓！！。

前深沢は、水量こそ少ないが、多くの小

滝の奥に登りごたえのある大滝を秘めた

高い登攀力が必要な、ナメ床が美しい沢

である。そして後深沢、「牙のない前深

沢みたい！！」「ミニ米子沢だね！！」

が一緒に行ったメンバーの評価。楢俣川

の本流の遡行も合わせると変化に富んで、

初級者も楽しめる、これまた侮れない美

渓なのだ。 

楢俣川支流群にハズレなし。まだまだ

興味が尽きないのである。今回計画した

狩小屋沢、ここは「日本百名谷」にも選

出された小滝が連続する小粋で楽しい渓

と聞く。なるほど、良いことづくめでは

ないか！！実に楽しみである。 

  

■写真上 ヘイズルパーティーと合同で

出発！！ 

■写真中 楢俣川本流下部 

■写真下 楢俣川本流下部を遡行する。

なかなかの美渓！！ 



 

し、しかーし！！実は楢俣川支流

群には唯一無二の受け入れがたい欠

点があるのだ。しかも、齢と共にボ

ディーブローのように効いてくる欠

点が・・・。そう、とにかくアプロ

ーチが長いのだ！！一番近いヘイズ

ル沢でもたっぷり２時間歩かされる。

狩小屋沢だと、さらにあと１時間。

しかも前半戦は地味に登っていて、

これがなかなか辛く堪えるのである。

毎回この地を訪れるたびに「もう、

当分はいいな」とか「もう、二度と

来ないぞ」とか思いながら下山する

のだが、不思議なことに、なぜか４

～５年も経つと「のど元過ぎれば熱

さ忘れる」ではないが、「まあ、もう

１回行ってみようか！！」となるの

である。ホント、私も懲りない男で

ある。いっそう、次回は定員２名し

か乗れなくなるが、車にチャリを積

んで来ようか。奥利根は近いのでガ

ソリン代は知れているし、案外あり

かもしれない。そうすれば、まだ未

遡行の日崎沢やススケ沢などを本流

にベースを置いて楽しむことができ

そうである。ちょっと真面目に考え

てみようか・・・。 

 9/10 

 さてさて、前置きが長くなったが、

今回はヘイズル沢パーティーと、鳩

待峠からのハイキングパーティー、

それに我々、狩小屋沢パーティーで

小至仏山で集中しよう！！という計

画である。 

 

■写真上 楢俣川本流の美渓に酔い

しれる。 

■写真中 狩小屋沢入渓直後のナメ。 

■写真下 狩小屋沢はこんな小滝が

多く楽しく登れる。 

 

まず、ヘイズル沢パーティーはＴ

崎リーダーのもと、美食をこよなく

愛する５名。最近結成された（？）

「銀座渓流釣りクラブ」の面々であ

る。何と、全員が竿持参で、渓の懐

でイワナのフルコースを 

目論んでいるらしい。そして鳩待峠から登山道で至仏山を目指すのは、Ａ井ファミリー４名！！実に久



 

しぶりの参加である。会を忘れず

にいてくれたことが何とも嬉しい

ではないか。お子さん二人も人見

知りしない美人さんぞろいだ。「Ａ

井さん、いつまでも復帰を待って

おるぞ！！」そして、我々、狩小

屋沢パーティーは７名、美食パー

ティーとは反対に、なんと、晩飯

担当者が調味料と野菜を一式、家

に置き忘れてきてメンバー全員現

地で目が点になる。初っ端からど

うなるかと思ったが、美食パーテ

ィーの恩情で、調味料と若干の食

材も分けていただき、何とかド貧

民食を免れることができ、美食パ

ーティーにはただ感謝である。 

 ヘイズル沢出合まではヘイズル

沢パーティーと同行する。初っ端

の地味にきつい上り坂を先頭のＮ

井さんが飛ばすこと・・・。みん

な必死について行く。その気持ち

は見上げたものだが、そこまで頑

張らなくても・・・？おかげで、

ヘイズル沢出合には休憩込みで約

２時間で到着したがもう汗だくで

ある。ヘイズルパーティーとはこ

こでお別れ。これ以上もう暑い薮

林道を歩く気がせず、急ぐ旅でも

ないので、我々もここから渓に入

り本流を遡行することに決める。 

  

■写真上 小滝が小気味よく連続

する！！ 

■写真中 快適に登って行く！！ 

■写真下 花崗岩の美しい渓だ。 

 

ヘイズル出合～狩小屋沢間の本

流は、今回が初遡行、たいして期

待もしていなかったが、岩盤の発

達した楢俣川らしい美渓で、しか

も薮林道と違い涼しく歩けて思わ

ぬ拾いものであった。しかし、Ｔ

山さんが珍しくペースが上がらず、

いつまで待ってもやってこない。

不安になって戻ってみると、顔に

脂汗を浮かべて休んでいるＴ山さ

んがいた。「100kgくらいの荷物が

私によりかかっているみたいに体が重い。」と訴えるその表情は初めて見るＴ山さんであった。これはか



 

なりまずいぞ。「敗退」の文字が頭に

よぎった。もう少し行けば狩小屋沢

が出合うのでそこで脱渓して、ゆっ

くり休ませて、様子を見て歩けるよ

うなら明日、ゆっくり下山しよう。

とその時は思っていた。狩小屋沢出

合が近づくと、本流は淵となり、ど

うしても背が立たず、水に浸からな

ければならない場所が現れた。普通

に考えるなら、これはかなりピンチ

である。しかし、ここで奇跡が起き

た。顔に油汗を浮かべて苦しんでい

たＴ山さんが、水に浸かると俄然、

元気を取り戻し、信じられないこと

にいつものＴ山さんが戻ってきた。

それは「あんたはサカナか！！」と

思わず突っ込みを入れたくなるよう

な復元力であった。きっと、林道を

必死について行こうと飛ばし過ぎて、

熱中症になりかけていたのであろう。

それが水に体全体が浸かったことで

冷却されて元に戻ったのであろ

う・・・というのが我々の見解であ

る。いずれにしても良かった！！す

っかり元気を取り戻したＴ山さんは

「敗退」の２文字を完全に打ち消し

た。 

狩小屋沢に入ると渓はめっきり小

さくなる。小滝をいくつか越え、平

凡な渓相を歩いていると「ヤバ

ッ！！」釣り師がいる。目と目が合

うと相手の落胆した様子がよくわか

る。ただ、話をすると、「もう、充

分釣ったからいいよ。」とあっさり

先を譲ってくれた。話を聞くとすで

に２０匹以上釣り上げ、中には４７

ｃｍの大物もいたようで、充分満

足・・・といっているそばからもう

１匹かかって・・・。どうやらこの

小さな渓、狩小屋沢も存分にイワナ

が育んでいるようである。 

 

■写真上 1360ｍ付近の二俣にて。 

■写真中 気持ちの良い滝が続

く！！ 

■写真下 かなり登ってきた！！ 

 

さて、狭い渓なので７人が寝れるテン場となるとかなり限られてくる。上流部は期待できないので、



 

良い場所があったらそこに泊まろうと思って

いたのでテン場を物色しながら歩みを進めて

行く。林道の橋を潜り、なおも平凡な谷を歩

いて行くと1130ｍ付近の右岸にかなりの好物

件を発見。「小至仏山までの標高差は約1000

ｍ、明日5時に歩き始めれば12:00の集中には

間に合うだろう。」と迷わずここを今日のテ

ン場に決めた。時間もお酒もたっぷりあるの

でタープを張って薪を集めたら後はフリータ

イム、と思ったらタイミングよく雨が降り始

め、しばらく雨宿り。「せっかく火が点いた

のに消えちゃうね」などと話していたが火の

勢いは思ったよりずっと強く雨がまるで油で

はないかと思うくらい以前にもまして勢いよ

く燃え上って、雨が降り止むと安定した火床

が完成していた。その後は今年一番の焚き火

に酔いしれ、酒もつまみも豊富、美食パーテ

ィーから頂いた調味料のおかげでメインの豚

汁も美味しく頂きました。 

 

■写真上 核心部の滝、ルートを間違えて突

破に２時間もかかってしまった。 

■写真下 奥利根の山々が見えてきた！！ 
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真面目に3時起床、ｍさん

の具だくさんの塩ラーメン

を食べて5時には出発、小至

仏山を目指す。すぐに渓相

が美しくなり、登れる小滝

が次々と現れていい感じだ。

ハマることもなく順調に登

れ、この調子なら12:00に小

至仏山は楽勝である。とこ

の時は思っていた。全体的

にラバーだとヌメル場所が

多いので、フエルトのサワ

ーサンダルを履いて登る。

多少、倒木もあるが全体的

には他の楢俣川支流同様に、

下部は白い美肌の花崗岩の沢床で美渓である。グイグイ登って行くと、いつしか岩質が花崗岩から蛇紋

岩に変わり、傾斜も増し心持ちヌメリも強くなってくる。傾斜が急になるとペースが落ちてくるのは高

齢者パーティーの特徴で、絵に描いたようにその通りになっていく。 

やがて、1760ｍ付近にいかにも滑りそうな黒光りした20ｍ位の滝が現れる。この辺り、危険はなかっ

たので各自が自分のペースで歩いていて、メンバーどうしが結構離れていた。この黒光りした滝の中段

で一足先に着いたＮ野がメンバーを待っていたので、そこに全員が終結。思えばこれが間違いのもとで

あった。というのもＮ野がいた滝の中段からは、滝芯を登るのは難しそうで左の側壁を登るしか方法が



 

なく、悪いことにそこがまた、何と

か行けそうなのである。（登れなそう

であれば一度戻って再検討すること

ができたのに・・・）。結局、我々は

そこをロープを付けて登ることにし

たが、結構厳しいルートで、また途

中、藪がかぶさっていてザックを背

負って攀じれないところがあり、不

安定な体制で空身になって攀じり、

後続がそのザックをロープに付けて

登った人がそれを引き上げる・・・

という面倒な動作を７名がやらねば

ならず、あっという間に時間が過ぎ

て行った。結局、２ピッチロープを

出して、20ｍの懸垂下降で再びロー

プを出したため、この滝の突破だけ

で２時間を要した。それでも、比較

的簡単に沢床に懸垂下降で戻れたの

が不幸中の幸い、最悪の「蛇紋岩の

岩登り＋薮地獄」は避けることがで

きた。後で記録を見返すとこの滝は

右壁を登ってトラバースで沢床に戻

るのが正解で、登攀グレード３級で

一応、狩小屋沢の核心部となってい

た。まあ、何も考えずルートも見ず

に後続したのが大きな間違いであっ

た。 

 

■写真上 急斜面の蛇紋岩の詰めが

シンドイ。 

■写真中 尾瀬ヶ原と燧ケ岳。 

■写真下 約1時間半遅れて何とか集

中！！ 

 

さて、滝上に出たらすでに11:00を

廻っており、ここから標高差約400ｍ

ある。一転、集中時間に間に合うの

が難しくなってきた。さらに、ここ

からも傾斜が急でペースは上がらず、

無理してもろくなことがないので、

最悪、集中は諦めても安全第一で登

って行くことにする。ここからは時

間はかかりそうだが危険個所はもう

ないので、足の速いＮ野に伝令で先

に行ってもらうことにする。Ｎ野は

あっという間に遠ざかり、我々はゆ

っくり登って行く。結局、稜線に出たのが13:00、さらに集中場所の小至仏山に着いたのが13:23で、約1

時間半遅れとなってしまった。もう誰もいないとあきらめていたが、11:00に小至仏山に着いたヘイズル



 

パーティーもＡ井さんパーティーも残っていてくれた。（ヘイズルパーティーの一部の方は体調を崩した

ため一足先に下山していた。）遅れてしまって申し訳なかったが、やっぱり山頂で仲間と集中するのは気

持ちがいい！！待っていてくれて有り難う！！ホント嬉しかったです！！ 

下山はＡ井ファミリーと一緒にのんびり下山。二人の娘たちはまさしく、「疲れを知らない子どものよ

うに♪」ピョンピョン下っていった。それでも膝は全く問題なさそうで羨ましい！！若いってホント素

晴らしい！！子供たちを追いかけるように約２時間で鳩待峠に下山。予約したタクシーで奈良俣ダムま

で戻って温泉で再びヘイズル沢パーティーと合流して打上げの後、無事帰京した。 

 

狩小屋沢は前評判通り、小滝が連続して藪漕ぎもない快適な渓でした。また、渓の規模は小さいなが

ら、しっかりイワナは存在しているので、釣りも楽しめそうです。最後の詰めが長いのが年寄りには辛

いところですが、景観は素晴らしく、他の楢俣川支流と同様にお奨めの渓といえるでしょう！！また、

暑い時期、泊りで遡行するのであれば、ヘイズル沢出合から本流を遡行することをお奨めします。ここ

もなかなかの美渓です。 

 

■コースタイム 
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奈良俣ダム（7:00）～（8:55）ヘイズル沢出合（9:15）～（11:10）狩小屋沢出合（11:26）～

（13:00）1130ｍ付近右岸テン場 
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テン場（5:00）～（6:35）二俣（6:50）～（8:40）20ｍ黒光りの滝（11:00）～（13:00）稜線～

（13:23）小至仏山（13:40）～（15:00）鳩待峠 

 


