
 

鳥海山・檜ノ沢（ヒノソ） 

 

２０２２年１０月８日～９ 

メンバー：Ｔ野・Ｔ村Ⅿ・Ｔ村Ｅ・Ｔ中ｍ・Ｅ居・Ｋ尻・Ａ部 

 

 この連休、最初に狙っていたのは、まだ未見の鳥海

の沢「南ノコマイ」の上部の遡行であった。記録を見

ると、まるで上越の沢のように明るく美しい沢のよう

である。しかし、エントリーしてきたメンバーの顔ぶ

れを見て考えが少し変わった。というのも、以前から

Ｔ村さん夫妻が「檜ノ沢」に行きたがっていたのも知

っていたし、久しぶりに弘前からＥ居チャンが参加す

ることになり、嬉しいサプライズだったのだが「沢登

り・・・？スッゴイ久しぶりなんですけど・・・？」

という状況もよく理解していた。さらに、なかなか予

定が合わなかった富山の旧友、Ｋ尻と久しぶりに予定

が合って、「沢登り初級者の女性を一人連れてぜひ参加

したい！！」という連絡がきて・・・。よくよく考え

てみるとｍさんも檜ノ沢は初見なわけで、行ったこと

あるのは僕ただ一人・・・。そうか、こうなると皆で

「檜ノ沢」っていうのもありだなぁーと、しばし状況

判断・・・。 

それにしても今回、北東北と関東、それに北陸から

この遠方の地にそれぞれ良くぞ集まったものだ。これ

だけタイミングよく、めったに会えないメンバーが集

まることはホント奇跡である！！そして、この奇跡の

メンバーで行くのなら、未見で状況がよくわからない

「南ノコマイ」より、不快なものや、鬱陶しいことが

一切なく、様子もわかっている「檜ノ沢」の方が良い

に決まってる。ということで、「今回は檜ノ沢に行こ

う！！」ということになった。 

 

■写真上 万助小屋へのアプローチはブナの森である。 

■写真下 アガリコ大王のミニチュア版。こんな感じ

の木が多い。 

 

ところで、いつものことだが、出発日が近づくにつ

れ、天気が実に微妙・・・である。予報によると10/8

の午後から10/9の昼頃までは何とか晴れそうだが、

10/10は絶望的な荒れ模様ということである。「ヘッデ

ンになっても10/9中に下山すっどぉー！！」と予報を

聞いたｍさんが吠える！！すると「そうだ、そうだ下

山よ下山！！」とＥさんも追随し、その勢いも手伝っ

て「土砂降り下山」を嫌う他のメンバーも「うん、確

かにそうだね。」と穏やかに意見が全員一致、この２日

間に賭けることにして当初の３日間でのんびりという計画を直前で少し変更した。 

10/7の22時30分、佐野新都心のバスターミナル近くのパーキングでＴ村車と合流、Ｔ村車を駐車場に



 

デポして（￥500/1日）Ｔ野車に関

東組の４名乗って出発。「道の駅よ

ねざわ」で仮眠する予定だったが、

何とこの日は東北中央自動車道が通

行止めだったため、村田経由の山形

道にルート変更、古関ＰＡでテント

を張って仮眠した。 
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朝起きると、深夜、結構降ったよ

うでテントはビショビショ、山形方

面の空はドンヨリとした暗い雲が広

がり、遠くの景色が煙っている。こ

れは、どう見てもまだ降ってる空だ。

ホントに今日晴れるのかなぁー？と

思わず不安になる。しかし、ここま

で来ちまった、もう後へは引けない。

言葉通り、運を天に任せてＥ居チャ

ンとの合流場所である羽越本線の遊

佐駅に向かう。嬉しいことに遊佐駅

周辺は雨が上がって青空が広がり始

めていた。遊佐駅近くに昭和の雰囲

気が漂うレトロな「マックスバリュ

ー」があり、予定より早く着いたの

でここで自分達の行動食などを買出

し、ビショビショに濡れたテントを

乾かす。 

 

■写真上 快適な万助小屋。 

■写真中 朝、元気に万助小屋を出

発！！ 

■写真下 入渓早々南面に開けてい

て気持ちいい！！ 

 

そして、予定通り９時に遊佐駅

でＥ居チャンと久しぶりに再

会！！相変わらずの笑顔が眩し

い！！再び「マックスバリュー」

に寄って、足りないものを購入後、

登山口となる一ノ滝駐車場へ。今

日は、万助小屋まで登るだけなの

でお気軽ハイクである。初対面の

Ｔ村さん夫妻とＥ居チャンはすぐ

に打ち解け、おしゃべりしながら

のんびり歩く。この辺りのブナの

森は、ひとつの根元から何本もの

細めの幹が天に向かって伸び、ア

ガリコ大王のミニチュア版のよう



 

な木が多く、独特な雰囲気がある。

二ノ滝ルートを分けてひと登りす

ると、トラバース気味に下降をは

じめ「渡戸」と呼ばれる「檜ノ

沢」の下流部との合流点に着く。

夏ならここから入渓して「檜ノ沢

ブルー！！」と呼ばれる美しいゴ

ルジュ帯を水と親しみながら遡行

したいところだが、今はもう秋♪

♪・・・それも先週から今までの

酷暑がウソのように一気に気温が

下がって、昨日の鳥海山は初冠雪

を記録したとか・・・。こうなる

ともう、ゴルジュ帯突破なんてと

んでもない！！今回は登山道の上

から所々見える沢筋を俯瞰するだ

けで充分満足である。 

 

■写真上 笙ガ岳から朝日が降り

てくる！！ 

■写真中 眼下には日本海の大海

原！！ 

■写真下 快適な連瀑帯にて！！ 

 

このルートのコースタイムは少

し辛目で思ったより長く感じるが、

傾斜は全体的に緩くゆっくり登っ

て行くと、万助小屋は森の中から

突然現れた。以前に来た時（2018

年）は¥210（1泊）でえらい安く

泊まれるものだと思っていたが、

最近は何と無料で利用ができるよ

うだ。毛布も豊富にあり、その気

になればストーブもある快適な小

屋だ。有難いことである。早速、

２Ｆに寝床を確保し、もろもろ準

備してから１Ｆの広間に場所を作

って飲み始め、富山から来るＫ尻

達を待つことにする。「そろそろだ

よね」などと話していると、今朝、

その名も「日本国」という山に登

頂した後、こちらに向かったＫ尻

とＡ部さんが元気に到着！！初対

面のＡ部さんは朗らかな女性で

我々とは秒で打ち解け、初対面と

は思えない雰囲気で盛り上がって

いく。富山からお二人が持参した

「甘エビの昆布ジメ」や「カジキ



 

マグロの昆布ジメ」さらに「ホタルイカ」や「マス寿司」

といった珍味・名物がテーブルにズラリと並び楽しい宴が

始まる。辺りが暗くなると夕餉の準備を始める。今度はＥ

居チャン特製の青森名物「センベイ汁」を振舞ってくれ、

これまた地方色豊かな食卓となる。一人いた先客も、上手

く取り入って、少し騒がしいのは勘弁してもらって仲間に

入ってもらう。 

楽しい時間が過ぎ、まさしくいい感じで「宴」たけなわ

の頃、ヘッデンを付けた女性２人パーティーが雨も降って

いないのにずぶ濡れで小屋に入ってきた。何とあの檜ノ沢

下部のゴルジュ帯を遡行してきたということだ。昨日、初

冠雪した山のゴルジュを泳いで突破！！信じられん！！暗

闇の中、ヘッデンで照らされたおふたりの体からはモウモ

ウと蒸気が上がり、我々とは少し（かなり）違い、燃える

ような気迫がみなぎっているようであった。明日は５時に

出発して上部を遡行して、さらに新山にも登頂して下山す

る計画だそうだ。「元気だね、頑張ってねー！！」我々も彼

女たちほどではないが明日が本

番！！６時に出発予定なので名残惜

しいが２１時にはお開きとして暖か

い毛布+夏用シュラフで爆睡した。 
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昨日残ったセンベイ汁にうどんを

入れて朝からしっかり食べて６時１

５分に出発。登って来たルートを少

し戻って沢に降りれそうな場所を適

当に降りると問題なく檜ノ沢に入渓。

最初は巨岩帯を登るが、南に開けた

沢は、早朝にもかかわらずとにかく

明るい。入渓したばかりなのに、早

くも眼下に日本海の大海原が広がる。

Ｋ尻が「最初から携帯が通じる沢は

初めてですよ！！」と驚いている。

見上げると、少し上部にはすでに朝

日が当たり暖かそうだ。まずはそこ

まで行こう！！息を弾ませながら巨

岩帯を登るが、エンジョイ山行ゆえ、

「おしゃべり」と「笑い」がもれな

くついてくる。つまり、歩いていて

スゴク楽しい！！ということである。 

 

■写真上 次々に現れる快適な小滝。 

■写真中 ナメ滝もあるよ！！ 

■写真下 気持ちの良い源頭！！ 

 

笙ガ岳から落ちる枝沢との二俣付



 

近でお日様に追いつき日向地帯に

合流、見上げれば紺碧の青空！！

笙ガ岳は黄金色の草紅葉、いい

ね！！。さらに、この辺から檜ノ

沢は小滝やナメが連続して美しく、

楽しくなってくる。連続して現れ

る小滝は全て快適に直登できて、

ロープの必要性も感じない。「スリ

ルがないとつまらん！！」という

人にはこの沢は不向きだが、美し

く易しい沢を大勢で行くのが好き

な人にはここは天国である。小滝

やナメが一息つくと、傾斜が落ち

て沢はもう源頭の雰囲気となる。

おしゃべりしながらプレッシャー

なく歩け、こんなに笑ったのは久

しぶりだ。美しい源頭を歩いて行

くと、さらにサプライズが・・・

やっぱりありましたイチゴ畑！！

さすがに旬は過ぎているがまだま

だ楽しめ、Ｅ居チャンがハマって

貪り食べてなかなか登ってこない。

７割は酸っぱかったり苦かったり

で不味いが、たまに適度な酸味と

甘みで美味しいやつもあり、そん

なのを口にするともう幸せいっぱ

い。もう少し早い時期に訪れれば、

ホント一面イチゴ畑で、源頭でジ

ャムを創ってアフタヌーンティー

パーティーなんていうのも良いか

もしれない。さらに歩いて行くと、

今度はブルーベリーが・・・！！

量はイチゴほどではないが、味は

イチゴよりも甘くて美味しい！！

ここももう少し時期が早けれ

ば・・・。ホントこれは次回、マ

ジで晴天のもと、アフタヌーンテ

ィーパーティーをやりたいな！！

草紅葉が始まる９月中旬頃がイチ

ゴとブルーベリーは最盛期！！ち

ょうど狙い目だね！！ 

  

■写真上 紅葉の源頭と草紅葉の

笙ガ岳。 

■写真中 桃源郷！！ 

■写真下 鳥海湖から一瞬見えた

初冠雪の新山！！ 

 



 

源頭で鍋森を右に回り込んで反

対側に少し降りると湿原が現れ、

バックには草紅葉の黄金色と笹の

グリーンのコントラストが美しい

鳥海山の主稜線が聳える。檜ノ沢

を歩いた人しか味わえないお奨め

の絶景ポイントである。ここで一

休み。静かに絶景を味わえて、こ

こはアフタヌーンティーパーティ

ーの会場にはもってこいの場所だ。

残念ながらこの時すでに天気は下

り坂で、今回は鳥海山の全景をス

ッキリとは見ることはできなかっ

たが、まあ、雰囲気は味わえたの

で良しとしよう。 

 ここから少し左にトラバース気

味に歩けば、藪漕ぎもなく登山道

と合流。ひと登りで「鳥海の瞳」

ともいえる鳥海湖が現れ、今日の

最終地点である。ラッキーなこと

に一瞬ガスが晴れ、鳥海山の主峰、

新山が姿を見せてくれた！！春は

真っ白な雪原で、この辺りはどこ

もスキー天国になるところである。

しっかり秋の景色も満喫。 

 さあ、今日はまだ先が長い。い

いものを見せてもらったのでさっ

さと降りよう！！最初のうちは黄

金色の大草原を歩く快適な下り、

紅葉もこの辺りは最盛期で今日一

番の錦秋の世界を見せてくれる。

あちこち被写体だらけで写真を撮

るのに忙しく歩みが全く進まない。

しかし、樹林帯に入ると一変、

歩きづらいドロドロ道でこれま

た別の意味で歩みが進まない。

万助小屋までの樹林帯は我慢の

下りである。 

  

■写真上 ナナカマドと鳥海湖。 

■写真中 黄金色のジュウタン

を下る！！ 

■写真下 素晴らしい紅葉！！ 

 

万助小屋でデポした荷物を回

収してさあ、もう一仕事！！

「止まない雨はない」とだれか

有名な作家が書いていたが「終



 

わらない下りもない！！」そ

う、歩いている限りいつかは

終わりが来るので焦らず騒が

ずゆっくり降りよう。頑張っ

た甲斐あって日没前に無事下

山、約11時間行動を終える。

ゆっくり歩いたので長時間行

動の割には意外に膝も元気で

ある。 

  

■写真上 最高の紅葉！！ 

■写真下 上に同じ。 

早速、前回訪れた時に快適だ

った「八森温泉ゆりんこ」に

向かい汗を流す。（￥460）露

天風呂もあり、「お湯の温度

も適温で快適、なんぼでも入

っていられる！！」（ｍさん

談）。ゆっくり寛ぎ、打ち上げはありきたりだが、大勢で入

れて間違いのない酒田の「ココス」で肉食。そして２次会

は「道の駅ちょうかい」ここは珍しく「24時間ご自由にお

使いください」という公認の仮眠スポット。美味しい地酒

で乾杯！！宴は何時までも続いたが、さすがに日付変更線

手前で沈没。翌日は予報通り雨で名残惜しいけど早めに解

散！！我々は佐野で名物「青竹打ち佐野ラーメン」を並ん

で食して順調に帰京した。 

 

 今回、久しぶりのメンバーや、初対面のメンバーで、ど

んな化学反応が起こるのか不安と期待でドキドキしていた

が、いざ、始まってしまえば何ていうことはない、これだ

け笑って喋った山行も珍しい！！時間があっという間に過

ぎて行き、文句なくいい山行でした。お付き合いいただい

たメンバーに感謝！！また宜しくお願いします！！ 

 

 檜ノ沢は、沢登りルートではあるが、通常の状態（増水

などしていない）で沢登りやクライミングを経験している

人であればロープ・ハーネスなどのクライミング装備は不要、（今回、初級者も含む７人パーティーで、

ロープは使用しなかった。）ただ、念のため、ヘルメットはあった方が無難である。一般ルートと比べ、

人が少なく、美しく、自由で楽しいルートなので、自分達だけで大自然を満喫したい山慣れたパーティ

ーにはぜひお奨めしたいルートである。今回、遡行してみて、靴はラバーでもフエルトでも問題なく快

適に遡行できました。 

 

■コースタイム 
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一の滝駐車場（11:00）～（11:25）二ノ滝コース分岐（11:32）～（14:00）万助小屋 
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万助小屋（6:15）～（6:40）檜ノ沢入渓点（6:50）～（8:14）二俣～（8:25）5ｍ滝～（11:20）源流の

湿原（11:40）～（11:55）鳥海湖（12:15）～（14:17）万助小屋（14:40）～（17:08）一の滝駐車場 



 

 


