
2022 年 3 月 11 日（金）12 日（土） 

伊豆大島 三原山（758 m） 

～Report by 高橋(雄)～ 

 

伊豆大島は 2~3 月は椿祭りで有名である。かねてから興味をもっていたので、Web で調べてみたら、東海汽船

の「三原山ハイキング・椿祭りのツアー」が目に留まった。添乗員がつかず、自分のペースで歩けるフリープラ

ンというのがあり、それは一人でも参加可能とある。通常料金だと、往路は夜行の客船 7,160 円（特 2 等）＋

大島に朝着いて、大島温泉ホテルで入浴・朝食付き 2,000 円＋バス一日 2,050 円＋帰路ジェット船 7,730 円＝

合計 18,940 円のところ、ツアー料金は 11,000 円と、4 割引き以上でお得！というのがわかり、これはもう行

くしかない！ということで企画した。しかし、船だと海が荒れていたらつらそうなので、天気予報とにらめっこ

し、一時は 12 日に低気圧が来る予報が出たので、前倒して実施することも考えた。しかし、その後の予報で低

気圧は北にずれ、12 日の伊豆大島は「高気圧に覆われて晴れ」の予報に変わったので、予定通りの 11・12 日

で決行した。 

三原山は標高 758m だが、標高 550ｍの山頂口までバスで上がるので、歩行高低差は 200m、標準距離 7km、

時間 3 時間程度の初心者向けコースだ。しかるに皆さんは都合つかなかったようで、参加者は私一人であった。 

 

3 月 11 日（金） 

 

通常、クマさん会の山行では、私は朝 6 時台

にあたふたと家を出発するが、今回は違った。 

 

夕方早めに風呂に入り、一杯やりながら夕食

をとって、おもむろに 19 時 30 分に出発。 

 

21 時に竹芝桟橋の東海汽船ロビー着。 

 

窓口でツアー料金振り込み票と引き換えに往

復の乗船券を get。乗船票部分に名前・住所・

電話番号等を記入。この部分は乗船時に係員

が切り離して回収する。 

22 時出港まで 1 時間あるので、ロビー内をう

ろうろ。レストランはあるが、コロナ対策で

営業していない。売店で弁当を買ってロビー

で食べている人たちもいたが、私は船内での

寝酒とつまみ、飲物を買った。 

 

21:30 さるびあ丸に乗船開始。 

 

今のさるびあ丸は 3 代目だそうで、2020 年 6

月に就航。まだ新しく、ピッカピカだった。 

船内の様子は以下（他人の youtube）をご参

照。 

https://www.youtube.com/watch?v=hnFhHFPwbt8 

https://www.youtube.com/watch?v=sRJNxvG7eBc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnFhHFPwbt8
https://www.youtube.com/watch?v=sRJNxvG7eBc


  

私に割り当てられたのは特 2 等のスペース。 

2 段ベッドの下段。 

AC コンセントがあってスマホの充電もできた。 

鍵付きロッカーもある。枕、毛布、シーツつき。 

1 等の雑魚寝部屋より快適ではないかと思う。 

温度は 25℃で寒くはなく、寝るには適温か。 

 

 

 

22:00 出港。 

甲板に出るとレインボウブリッジなどの東京

湾の夜景が楽しめる。 

 

外気温は 15℃で、この時期の夜にしては暖か

いと思うが、航行で当たる風は冷たい。風の

当たらないベンチを見つけて焼酎のホット番

茶割りをちびりちびり。 

甲板では大学生の卒業旅行と思しき男女の若

者たちがキャッキャと騒いでいたり、おっさ

んたち（釣りかハイキングのグループ？）が

車座になって酒盛りをしたりしていた。 

波は穏やかで、揺れは殆ど感じない。 

エンジンで発電し、モーター駆動のハイブリ

ッド船で、エンジンの騒音・振動も少ない。 

 

船はレインボウブリッジの下をくぐり、羽田

発着の飛行機なども上空を通過する。 

一杯やっていい気持ちになったので、そろそ

ろ寝ようと船室に入って横たわった。照明を

消してうとうとし始めた。が、「横浜でお降り

のお客様はお仕度ください。」のアナウンスで

起こされた。再び甲板に出てみると、おおっ、

横浜の夜景が！観覧車の照明が花火みたい！ 

動画を youtube↓にアップした。 

https://youtu.be/H6KZ2g5lfUI 

 

キャンプ場 

登山道入口 湖畔口 

https://youtu.be/H6KZ2g5lfUI


 

23:20 横浜着、23:30 横浜出港。 

23:50 消灯のアナウンスで船内の照明が暗く

なった。就寝。 

船は東京湾から外洋に出ても揺れることはな

く、エンジン音も小さく、快適だった。 

 

3 月 12 日（土） 

 

5:30「まもなく大島に到着します。お降りの

方はお仕度ください。」のアナウンスで船内が

明るくなり、起床。 

甲板に出てみると大島の岡田港に接岸しよう

としていた。 

 

6:00 定刻で到着し、下船した。 

 

朝日も昇ってきた。 

 

バスで三原山の外輪山にある大島温泉ホテル

（標高 494m）に向かう。 

バスは 1 台で、ぎっしり詰め込まれた。 



 

バスは山道をジグザグに上がっていく。 

立ったまま揺られていた。 

 

6:40 大島温泉ホテル着。 

  

 

先ずは温泉。 

バスはぎっしりだったので、温泉も混雑を覚

悟したが、広い湯船にわずか６～7 人程度。 

しかもホテルの泊り客も含めてだ。 

ハイキング客は温泉に寄らずにすぐに三原山

をめざして歩きはじめたり、先に朝食にした

りした人も多かったようだ。 

露天風呂では一人で貸し切り状態になったと

きもあり、三原山も見渡せて大満足。 

 

温泉にゆっくり浸かってさっぱりしたところ

で朝食。 

一般的な内容だが、これで十分。 

しっかりと腹ごしらえをした。 

 

8:10 食べ終えたが、ホテルから山頂口へのバ

スは 8:48 分発。 

まだ時間は 40 分弱あって余裕なので、ホテ

ルの周りを散策した。 

 

←ホテル付近の展望台から見た三原山全景。 

 

反対側では富士見晴台もあったが、富士山は

残念ながら霞みの彼方で見えなかった。 

 

8:48 ホテル発のバスで山頂口へ。 

8:55 山頂口着。ここからは伊豆半島～南アルプス～富士山が見えるはずだが、霞んでよく見えなかった。 

条件が良ければこう見えるらしい。↓ https://kanto.env.go.jp/blog/2020/01/post-803.html 

 

 

 

 

三原山 

https://kanto.env.go.jp/blog/2020/01/post-803.html


 

歩いたコースは、赤の裏砂漠線を除く全部。案内図の下にある山頂口(現在地)から青線(2.2 ㎞)→三原神社(   )

→緑線(往復 0.8km)→茶線(一周 2.5km)→朱線(2.8km)で、合計 8.3km。歩行高低差は約 200ｍ。 

山頂口の展望台にあった解説板。 

⛩ 

溶岩 

⛩ 

溶岩 

⛩ 

溶岩 

⛩ 



 

9:14 スタート。 

外輪山にある山頂口からカルデラの中へ、い

ったん下がり、しばらくは平坦な溶岩地帯の

舗装された遊歩道を進む。 

 

ところどころに溶岩の解説がある。 

 

 



 

やがて遊歩道は平坦なカルデラの底から急斜

面の火口丘へのジグザグな登りとなる。 

ところどころに火山弾よけのシェルターがあ

った。 

 

 

9:49 

火口丘の斜面を登りきった。 

巨大な溶岩の塊があった。解説は以下。 

 

巨大な溶岩の塊のそばに鳥居があり、それをくぐってちょっと下ったところに三原神社があった。 

 

この神社の解説板によると、 

 

昭和の大噴火による溶岩流も「なぜか」神殿

を避け直前で両側へとながれをかえている。 

これこそ古代からの信仰である御神火のなせ

る業でないだろうか。不思議の一言につきる。 

 

とあった。パワースポットとされている。 



 

三原神社入り口の鳥居越しに、うっすらと 

富士山が霞んで見えた。 

わかりますか？ 

 

三原神社のあと、火口西展望所へ往復 800m

したが、火口の中は半分ぐらいしか見えなか

った。 

 

 

 

 

 

お鉢巡りで火口丘を一周する場合は、もっと

よく火口の中が見える場所があるので、ここ

はスルーしたほうがいいと思う。 

 

←これは何だと思いますか？ 

 

答えは火口丘のトイレ。 

屋上が展望台になっている。 

 

展望台からは伊豆半島や富士山をうっすらと

見ることができた。↓ 

 

 

 

 

 

 

近くにゴジラ岩もあった。天城山を見つめて

いるように見える。 

1984 年に公開された映画、ゴジラ第 16 作で

は、最後にゴジラが三原山に見立てた架空の

火口に自衛隊によって落とされているが、そ

れが第 17 作では這い上がってきていて、こ

こがゴジラの聖地となっているとか・・。 

←富士山 

⛩ 

←富士山 

⛩ 

天城山 

⛩ 

伊豆半島 

⛩ 
山頂口 

⛩ 

天城山 

⛩ 

ゴジラ岩 

⛩ 



 

10:18 

お鉢巡り（火口丘一周）に入った。 

舗装が切れて砂利道となる。 

 10:34 

中央火口丘展望所。西展望所よりよく見える。 

 

 

10:53 

三原山の最高点、剣ヶ峰(758m)。 

火口をバックに単独写真。 

 

ドローンを飛ばしているおっさんがいた。 

＜ 私はアローン（単独）、(*_*; ＞ 

 

聞くと facebook や youtube にアップしてい

るという。以下 URL をご参照。 

見たら「いいね！」してくれるとありがたい

とのこと。 

Facebook 

https://www.facebook.com/100007000922667/videos/1400540700398966/ 

youtube 

https://youtu.be/5g3lhRXXLFo 

https://www.facebook.com/100007000922667/videos/1400540700398966/
https://youtu.be/5g3lhRXXLFo


 

11:31 

お鉢巡りを終えて、火口丘西側の表砂漠

（556m）に下りてきた。 

黒色の火山砕屑物（スコリア）に覆われた 

火口原だ。 

 

 
表砂漠から、スタート地点の山頂口まで戻る

道もサラサラの砂だ。ふかふかで靴が沈む。 

と、前方右手の茂みからトコトコと何か動物

が現れた。シカみたいだが、足が短くてちょ

っとブサイク。一瞬こっちを向いて目が合っ

た。 

カメラを構えたが、撮る前に左手の茂みに駆

け込んで逃げられてしまった。残念。 

あとで Web で調べたら、キョンと判明。 

以下東京都立大島公園のホームページより転載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八丈島から持ち込んで、大島公園のオリで飼っていたものが、台風でオリが壊れて逃げ出し、大繁殖したらしい。 

 

12:20 山頂口にゴール。 

茶屋で昼食。 

缶ビールがのどに沁みる！ 

天ざるそばにありつく。 

大島特産の「あしたば」の天ぷらが旨い！ 

        ↓ 

https://www.tokyoislands-net.jp/shopnews/7713 

 

https://www.tokyoislands-net.jp/shopnews/7713


 

13:10 

山頂口発のバスに乗車。定刻は 13:20 だが、

臨時便で、いっぱいになったので 10 分早く

出た。 

 

13:30 

椿花ガーデン着。 

青空にたくさんの椿が映えていた。 

種類も豊富だ。下記以外にもたくさんあった。 

    

    

見ごろの花は椿だけではなかった。 

 

河津桜 

 

大島桜 

 

しだれ梅 

 

ミツバツツジ？ 

 

これらが園内あちこちで競演。うぐいすも鳴いている。→ https://youtu.be/lZuab3Le7kA 

  

https://youtu.be/lZuab3Le7kA


  

  

  

園内の見晴らしの良い丘に出ると、大島桜の並木があり、沖を通る「さるびあ丸」や大島空港も見えた。 

  

 

 

14:42 バスで椿花ガーデンから岡田港へ。 

15:30 

ジェット船 

https://www.tokaikisen.co.jp/ourship/jetship/ 

で岡田港発。 

海は穏やかで揺れも少なく快適に飛ばす。 

https://www.tokaikisen.co.jp/ourship/jetship/


 

ジェット船は 

16:30 久里浜に寄って、 

レインボウブリッジを通過して、 

17:40 

竹芝桟橋着。 

 

竹芝桟橋から浜松町へ歩いていたら、季節外

れの盆踊りをやっていた。 

浜松町から電車に乗り、 

19:00 

自宅に到着。 

 

行きは初めての夜行の船旅で、ちょっと不安でもあったが、思ったより快適で、夜景も楽しめ、大島についてか

らの温泉・三原山・椿・桜も期待以上に満喫でき、天気も最高で、実に充実して大満足の二日間でした。 


