
2022 年 8月 20日（土）21日（日） 

乗鞍岳（3,026 m） 

～Report by 高橋(雄)～ 

 

厳しい残暑の時期に、3000ｍ越えの高山の涼を求めて乗鞍岳を目指した。 

気温は標高 100ｍ上がると 0.6℃下がるから、3000m だと 18℃下がる。 

乗鞍岳は 2700ｍ地点までバスで上がることができ、山頂までの歩行標高差は 300ｍ程度という、3000ｍ峰では

最もお手軽で、なおかつ日本 100 名山でもある。 

参加者は、8 名の予定であったが、ご家族に急病や、コロナ感染の方が出られたなどで 4 名が参加を見合わせ、

最終の参加者は池戸さん、中島さん、服部さん、高橋(雄)の 4 名となった。 

 

8 月 20日（土） 

 

7:00 新宿発のあずさ 1 号に服部さんが乗り

込み、途中の立川から私、八王子から中島さん

と池戸さんが乗車して松本に向かった。 

（写真は八王子駅で中島さん撮影） 

 

9:38 定刻で松本着。 

 

10:00 

駅レンタカーで乗鞍高原へ。 

40km ほどのドライブだ。 

 

走り初めは曇りだったが、途中からぽつぽつ

と雨が当たり始め、次第に小雨となってきた。 

 

11:20 本日の宿、乗鞍高原休暇村着。 

https://www.qkamura.or.jp/norikura/ 

 

標高は 1600ｍ。 

小雨で、半袖では肌寒く、一枚はおる。 

 

先ずは昼食。レストランで天ぷらそば、きのこ

そばをいただく。 

https://www.qkamura.or.jp/norikura/


 

昼食後、予定では休暇村周辺のウォーキング

コース、5km3 時間 

https://www.qkamura.or.jp/norikura/wal

k/ 

を巡ることにしていた。 

しかし、雨が本降りとなったため、中止。 

でも風はないので、傘をさして宿周辺を歩い

てみることに。12:40 スタート。 

池戸さんは用心してスパッツを装着したが、

中島さんはなんと、スカートだ (*_*; 

 

散策路は木道で整備されているが、雨で滑り

やすい。慎重に歩く。 

マルバダケブキ、ヨツバヒヨドリがあった。 

 

 

 

 

 

12:46 牛留池。 

 

牛留池の東屋で。 

 

 

さらに先に進むと、幹がとぐろを巻いている木があった。 

いったい、どうやってこんな形になったのか？ 

 

https://www.qkamura.or.jp/norikura/walk/
https://www.qkamura.or.jp/norikura/walk/


 

シラカンバとダケカンバが並んでいるところがあった。 

 

木肌が白いのがシラカンバ、赤みを帯びているのがダケカンバ→ 

 

 

 

 

←熊よけのパイプがぶら下がっていた。鉄の棒でカンカンと叩く。 

熊笹が多いので熊も出るらしい。 

 

善五郎の滝へと下っていく。 

 

 

 

アザミ 

 

ウツボグサ 

 

アキノキリンソウ 

 

ムシカリ 

 

 

 



13:30 善五郎の滝。 

落差 21.5m、幅 8m。水しぶきがかかってきてマイナスイオンたっぷり。 

厳冬期には迫力ある氷瀑となるそうだ。 

 

 

雨でこれ以上歩く意欲もわかず、 

善五郎の滝から宿に引き返す。 

帰りは足元の悪い山道ではなく車道に出て

スタスタ戻った。 

途中で見かけた花々 

 

ツキミソウ 

 

ノコンギク 

 

ゲンノショウコ 

 

タカネニガナ 

 



 

ネジバナ 

 

ゲンノショウコ（白） 

 

ホタルブクロ 

 

アカツメクサ 

 

 

14 時ごろに休暇村に戻り、雑談で時間をつぶ

して 15 時にチェックイン。 

た～っぷり温泉 

に浸かって 

16:41 乾杯！ 

お酒は磨き 45% 

の純米大吟醸！ 

途中のローソン 

で驚きの 980 円！ 

十分なおいしさ。 

 

17:30 夕食。 

休暇村自慢の信州うまいものビュッフェ。 

岩魚の塩焼き、馬刺し、信州和牛夏野菜和風ビ

ーフシチュー、信州牛ステーキ、野沢菜漬け、

イナゴの佃煮・・・ 

https://www.qkamura.or.jp/norikura/dish

es/ 

ビール好きの中島さんもビールは 1 杯に留め、

次々と料理をお腹に詰め込む。 

限界以上にお腹を膨らませて 19 時前にはレストランを出た。 

 

フロントに貼り出された乗鞍岳畳平へのシャトルバスの翌日の運行情報は、晴れの日ダイヤの A！。 

休暇村 3 時 46 分発のご来光バスも運行！となっていた。 

（休暇村から乗鞍岳畳平までの山岳道路・エコーラインは夏季交通規制で、乗用車不可でシャトルバス利用） 

そのご来光バスに乗ることにして、部屋に戻り、準備をした。 

ザック内の温泉セットなどはレンタカーに置いていくべく仕分ける。 

早朝出発なのでフロントでの清算も 19:30 に済ませ、翌朝は 2:40 起床として 20 時すぎには就寝・・・ 

 

しかし、なかなか寝付けない。馬刺しなどを食べたせいか、心臓がバクバクしている。 

目をつぶってうとうとするが、22 時ぐらいに気になって、スマホで天気図や雨雲レーダーやてんきとくらすの

畳平を覗く。乗鞍岳上空の天気図は弱い低気圧がかかっている。雨雲レーダーは小さな雲の塊がいくつかあって、

上空を通り過ぎていく様子。てんきとくらすの畳平の登山指数は A。これならなんとか登れるかもと思い、再び

目を閉じる・・・ 

  

https://www.qkamura.or.jp/norikura/dishes/
https://www.qkamura.or.jp/norikura/dishes/


 

8 月 21日（日） 

0 時過ぎごろだったろうか、激しい雨音がしていた。ほんとに登れるのか？と思ったが、乗鞍岳は 3000m なの

で、雲の上かもしれないと思い、てんきとくらすの登山指数 A を信じてまた眼を閉じる・・・ 

 

2:30「コケコッコー」の鳴き声。池戸さんのスマホの目覚し音だ。 

身支度をして、用意してきたパン、バナナ、豆乳を食べ、朝ごはんとする。 

しかし、雨が降っている。 

 

これでもバスがでるのか？と疑問に思い、確かめるために 3 時にフロントに行ってみたが、真っ暗で誰もいない。 

フロント営業開始は朝 7 時からと表示されていた。 

 

しからばということで、シャトルバスの運行会社、アルピコ交通に電話してみた。 

電話に出たアルピコ交通の人は、「ご来光バスは出す予定だが、エコーラインのゲートがあくかどうか、現在 

エコーライン側からの FAX 待ち」とのことだった。 

 

ご来光バスは休暇村 3:46 分発。雨だからご来光バスはあきらめようか？とも思ったが、上の方は雲の上かもし

れないし・・とも思ったり、さんざん悩んだが、とにかく準備してバス停には並んでおこう。とみんなに話し、

雨具をつけて、靴の紐も締め、スパッツもつけて、ヘッドランプもつけて、ザックをしょって、私はみんなに先

行して荷物を置くレンタカーを開けようと 3:30 に宿の玄関に出た。 

 

雨がザーザー降っている。その中に一歩踏み出そう、としたその時、暗い中、1 台の車がやってきて、中から女

の人が傘をさして出てきた。「ご来光バスに乗る方ですか？」と声をかけられたので、「そうです。」と答えたら、

「アルピコ交通の者ですが、昨夜の豪雨でエコーラインは様子見でまだゲートがあかず、ご来光バスは運休にな

りました。」とのこと。 

 

宿の中に取って返したら、あとの 3 人がちょうどエレベーターで降りてきていた。 

ご来光バスが運休になったことを伝えて、部屋に戻り、7:30 まで寝ることにした。 

 

しかし、6 時には目が覚めた。 

シャトルバスは晴れの日ダイヤなら休暇村 7:06 発というのもある。これで行く手もあると思い、7:06 発のバ

スが出るかどうか、アルピコ交通に電話して聞いてみた。 

すると、「昨夜の豪雨でエコーラインのゲートは本日閉鎖されることになったので、本日の畳平へのシャトルバ

スは全便運休となりました。申し訳ありません。」と返ってきた。 

 

「え～！」万事休す！絶対絶命！ 

乗鞍岳はあきらめて、温泉三昧、松本城などを見物でもして帰るか・・・と思わざるを得ない状況。 

 

池戸さんから隣部屋の中島さんに LINE でシャトルバスが終日運休になったことを伝えてもらった。 

中島さん、服部さんの女性陣も早く起きていて、温泉に入ってきたところだったようだが、集まってもらい、今

後の検討をした。 

 

池戸さんと私は乗鞍岳は以前に登ったことがあり、あきらめてもいいか・・という感じだが、女性陣は乗鞍岳が

初めてで、百名山、3000ｍ峰に未練たっぷり。なんとか登れないかと不満たらたらだった。 

しかしどう考えても休暇村から乗鞍山頂まで歩いての日帰りは不可能といわざるを得ず、代替案を検討。 

焼岳の案も出たがこれも日帰りはムリがある。上高地の案は日帰りはできそうだが平地歩きで、いまいち。 

松本近辺の低山、桜で有名な光城山も検討したが、低山で暑いだろうし、時期ではないとして却下。 

 

結局、昨日一部しか行かなかった休暇村周辺のウォーキングコース、5km3 時間を歩くことにしぶしぶ決定した。 



 

 

7:53 休暇村の玄関をバックにレンタカー

と一緒に写真を撮ってスタート。 

雨はあがっている。 

 

最初は昨日と同じ遊歩道から入る。 

 

 

 

原生林の森 



 

牛留池の手前で右折し、三本滝方面へ進む。 

 

昨日はとぐろを巻いた木があったが、今日は又を広げた木があっ

た。 

しばし原生林の森を登る。 

苔が覆っている。ゴゼンタチバナの赤い実

が目を引く。きのこもちらほら。 

 

8:25 原生林の森の道がエコーラインの車道と交わるところに出た。 

すると、なんと、エコーラインを車が行き交っている！あれ？ゲートが閉まっていて車は通れないはずでは？ 

自転車（ヒルクライム用のロードバイク）で上がってくるおじさんがいたので、呼び止めて聞いてみた。 

すると、下の休暇村ゲートは開いていて、上の三本滝ゲートまでは車で上がれる。三本滝ゲートは閉まっている。 

とのこと。 

 

なあーんだ、それならば三本滝ゲートまで

レンタカーで上がろう！ということで、急

遽、エコーラインを下って休暇村の駐車場

まで戻った。 
↑ 

開いていた休暇村ゲート 



休暇村でレンタカーに乗りこみ、8:50 三本滝ゲート目指して走行開始。 

自転車のヒルクライムの大会が 8/28 にあるとかで、その選手たちが練習で大勢ロードバイクで喘ぎながら上が

っている。それを慎重に追い抜いきながら走る。 

 

9:00 三本滝ゲートの駐車場着。車がいっぱいだったが、なんとか 1 台分開いているところを見つけて駐車。 

やはりここのゲートは閉まっている。 

しかたがないので、ここから三本滝を見に行って帰るつもりでいたら、女性陣はまだ乗鞍登頂への思いを捨てき

れず、ゲート番のおじさんに、ここから乗鞍岳に登るにはどれくらいかかるか聞きに行った。 

 

戻ってきて言うには、登り 5 時間とのこと。とてもだめだ・・としょんぼりしていたら、なんと、その時、上か

らタクシーが 1 台下りてきて、ゲートが上がり、駐車場に入ってきて客を降ろした。 

え！タクシーは通れるの？となって、女性陣はそのタクシーまで急いで走っていき、運転手に交渉。 

結果OK！！！ 

 

すぐさまそのタクシーに乗り込み、ゲートを開けてもらい、エコーラインを上がる。 

空は曇っているが、運転手さんの話では上の方は青空が見えていたとのこと。期待がもてる。 

 

 

9:36 エコーライン終点は畳平だが、その一

つ手前のバス停、「標高 2716m」にもゲー

トがあり、閉まっているため、そこでタク

シーを降りた。確かに青空が見えている。

雲の上まで上がってきたのだ。 

下界は雨でも、てんきとくらすの畳平は登

山指数 A というのは納得。 

タクシー代は三本滝ゲートからここまで 

\5,340＋通行料￥300。一人＠1,410 

だった。 

シャトルバスだと休暇村から@1,650 だか

ら同じくらいだ。 

帰りのタクシーの迎えを、ここに 13 時に

来てもらうよう予約した。 

 

「標高 2716m」バス停は日本一高いところ

にあるバス停。ご来光の絶景ポイントとあ

った。予定ではここから 100ｍ登って左奥

に見える富士見岳からご来光を拝むはずだ

った。 

これから目指す乗鞍岳最高峰の剣ヶ峰は右

手の不動岳の奥にある。 

ここは長野県と岐阜県の県境でもある。 

富士見岳 2,817m 

不動岳 2,875m 



 

 

 

GPS 軌跡。 

「標高 2716m」バス停～剣ヶ峰往復。 

片道 3 ㎞、往復 6 ㎞。 

山行：2 時間 33 分 休憩：26 分 

合計：2 時間 59 分、高低差：310m 

9:42 剣ヶ峰めざしてスタート。 

富士見岳には登らず、平坦で楽な下の巻道を進む。 

 

 

右手には畳平のレストハウスや鶴ヶ池が青空に映えている。風は

ほとんどなく、気温は測らなかったがおそらく 10℃代。さわや

かでいい気持ち。 

 

高山植物が次々と現れる。高山植物の女王、コマクサも終盤ながら咲いていた。 

コマクサ 

 

トウヤクリンドウ 

 

オンタデ〈赤花〉 

 

イワギキョウ 

 

畳平 



 

ミヤマアキノキリンソウ 

 

シナノオトギリ 

 

オンタデ〈白花〉 

 

ウメバチソウ 

 

 

イワツメクサ 

 

ヤマハハコ？ 

 

ヨツバシオガマ 

 

シナノオトギリの蕾 

 

 

10:02 目指す剣ヶ峰が見えた。ちょっとガ

スがかかっている。 

暑くはないので汗はあまりかかないが、高

山病にならないよう、水分をこまめに補給。 

 

10:10 肩の小屋。 

ここまでは平坦な道で、30 分で着いた。 

剣ヶ峰 



 

肩の小屋からは岩場の急登となる。 

 

暑くないので、いつもなら大汗をかく池戸

さんもさほど汗をかかずに快調。先頭で登

っていく。 

 

私はしんがり。2 か月前にコロナワクチン

4 回目の副反応の発熱で寝込んだりして、

日ごろの運動量・筋肉量が落ちている。 

山も久しぶりで、しかも 3000m の高山で

酸素も少ない。ゆっくり進む。 

 

ガスがかかってきた。 

 

10:54 剣ヶ峰直下の頂上小屋。 

団体さんでにぎわっていた。 

（あとでこの団体さんにお世話になるとは

この時点では知る由もない・・・） 

 

池戸さんに続き中島さんも余裕で到着。 



 

11:02 池戸さん、中島さん、服部さんが 

乗鞍岳最高峰剣ヶ峰 3026m 山頂着。 

そのあと私も続いて、 

まずはめでたく登頂写真。 

 

 

山頂の社もバックにもう一枚。 

 

いやー、よくたどりついた。頂上まで来れ

るとは。朝の段階ではあきらめていた。 

しかし女性陣の執念たるや恐るべし。 

次々と幸運を引っ張ってきて実現させてし

まった。 

神様に感謝してしっかりとお賽銭を納め、 

お礼の祈りを捧げた。 



 

一休みして行動食を摂り、写真も撮るが、

残念ながらガスって遠望はきかない。 

 

11:23 下山開始。 

 ←ときどきガスが切れると権現池が見え

た。 

摩利支天岳にある天文台も見えた。↓ 

 

振り返ると山頂もはっきり見える。 

 

12:00 肩の小屋まで戻った。 



 

肩の小屋から「標高 2716m」バス停までは

平坦な道であと 30 分。 

タクシーの迎えは 13 時に頼んであるが、 

12:30 には着けるだろう。余裕十分。 

 

雪渓でスキーを楽しんでいる人たちもい

た。 

 

 ←コマクサと不消ケ池（きえずがいけ） 

珍しい蝶が私の肩に止まった。↓ 

google lenz でクモマベニヒカゲと出た。 

 写真を撮ったりして、ゆっくり歩いて

12:40「標高 2716m」バス停にゴール。 

13 時に迎えを頼んだタクシーはまだ来て

いない。 

中島さんから迎えを頼んだタクシーに電話

で、バス停に戻っているので来てほしいと

伝えてもらった。 

 

バスが 1 台止まっていた。 

剣ヶ峰頂上小屋で出会った団体さんのバス

だ。 



 

13 時までにはタクシーは当然来るものと

思って待っていた。服部さんはまだ歩き足

りなかったようで、向かいの大黒岳にちょ

っと登ったりもして時間をつぶしていた。 

 

13:00 になった。 

我々が頼んだタクシーはまだ来ない。 

別の人が頼んだタクシーが来ていて、その

人たちを乗せて下って行った。 

 

←服部さんが大黒岳側から撮った写真 

13:05 まだ迎えを頼んだタクシーが来ない。心配になってまた中島さんがタクシーに電話を入れた。 

すると、遅れているという。 

あとどれぐらいかかるか聞いたら、なんと、40分！！ え～！帰りの電車に間に合わない！大ブーイング！ 

さんざん文句を言って、電話を切ったが、どうすることもできない。タクシーを待つしかないか？ 

 

そうこうしているうちに、団体さんのバスは全員が乗り込み、いままさに発車しようとしていた。 

 

え～い、ダメ元でバスに乗せてもらえないか頼んでみよう！となり、これまた中島さんがバスにダッシュ。 

「すみませ～ん、頼んだタクシーが 40 分も遅れていて電車に間に合いそうもありません。三本滝まで乗せても

らえませんか～」と叫ぶ。 

 

バスのスタッフは団体の幹事さんに「どうしますか？」ときいていたようだが、結果OK！！ラッキー！ 

平身低頭し、乗り込ませてもらった。 

 

 

団体のバスは大勢乗っていたが、最前列の

4 人分がちょうど空いていた。 

（あるいはスタッフの一人が、難しい山道

で運転手さんに助言する体で立っていたの

で、空けてくれたのかもしれない・・） 

そこに座らせてもらった。 

バスの中で団体の幹事さんに、料金を聞いたが、なかなか答えが返ってこない。とりあえずということで、 

我々一人あたり 1,000 円、計 4,000 円を「これでお願いします。」と渡した。 

しかし、その後、幹事さんから、「よく検討したが、これはもらうわけにはいかない。」と返された。 

「山はみちずれ、世は情け・・・だよ。」とのたまう。もう感謝感激！_(._.)_ 

大黒岳 

別の人が 

頼んだ 

タクシー 
我々 

団体のバス 



 

 

13:30 三本滝バス停で降ろしてもらい、 

レンタカーに乗り換えて松本に戻った。 

 

時間が押しているので休暇村での入浴は 

パス。 

 

15:50 レンタカーを返し、松本駅に入った。 

 するととたんに夕立が来て、土砂降りにな

った。駅に入ってからだったので、我々は

濡れずに済んだ。これまたラッキー！ 

16:30 松本発のあずさ 46 号で帰途についた。 

満席で 4 人まとまった席に変更できず、男性陣、女性陣で号車が分かれたが、各々例のごとくまったり。 

18:31 池戸さん中島さんが八王子で乗換 

18:40 私が立川で乗換 

19:05 服部さんが新宿で乗換 

でした。 

 

雨で乗鞍登頂はとうていムリ・・という状況でしたが、女性陣の強烈な執念が次から次へと幸運をむりやり引っ

張り込んできて、なんと頂上を極め、「事実は小説より奇なり」といった波乱万丈の展開ながら無事帰還。 

実に濃厚な乗鞍ツアーでした。ど～っとお疲れさまでした。  


