
　2012 年の 12 月は、2週間あまりをニュージーランドで過ごした。主たる目的は、元産研所長で、現同窓会長の福井俊郎先
生のお勧めもあって、南島のミルフォード・トラック (Milford Track) を歩くことであった。
    ニュージーランドは、北島、南島のふたつの大きな島と周辺の島々からなっている。南半球にあるため南島の方が寒く、季
節も北半球とは逆で、12 月から 2月は夏である。
    左図は今回のミルフォード・トラックの旅のルートで、クイーンズタウンから出発し、5日後にクイーンズタウンに戻った。
線で示した部分がUltimate Hikes 社の Guided Walk に参加して移動したルートである。右の図はトラックの詳細図である。
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　ミルフォード・トラック
　ミルフォード・トラックは南島の南西部にある全長 53.5ｋｍのトラックだ。まずはミルフォード・サウンドが海路から発
見され、ついで、サザーランド滝が発見された。その美しさが評判になって、テ・アナウ湖からミルフォードまでの道をつく
ろうという要望が出て、1888 年に作られた道がミルフォード・トラックだ。
　上の図の赤い線がこのトラックだが、普通に歩けば、2泊 3日の行程である。現在この道を歩くには、二つの方法がある。
一つは個人ウォークで、3泊 4日の行程で食料や装備など全部自分で持って歩くもの。もう一つはガイド付きウォークで、前
後の移動も含めての 4泊 5日の行程である。食事やベッドが用意されるので荷物は少なくてすむ。
　私達はガイド付きウォークで行くことにし、ネットで半年前の 7月 11 日に Ultimate Hikes 社に予約した。部屋は何の気な
しに、Private Twin Double にしたが、これがあとで思わぬメリットをもたらすことになった。
　妻、伸枝の知人にツアーの参加経験者がいたので、予めいろいろ教えてもらった。情報の一つに、「寝具のシーツが必要だが、
これは主催者側で用意し、貸してくれる。ただこれは綿で重いので、やめたほうがよく、軽いシルクのシーツを用意したほう
がいい」というのがあった。妻が東京で探したが、シルクのシーツを扱っているところはないようだった。
　出発の前日、午後 5時から、クイーンズタウンの The Station というところで日本人向けの説明会。ここには山道具の売り
場もあり、シルクのシーツもあった。日本円で数千円もするが、重さには代えられない。二つ買った。説明会ではシーツの話
があった。お節介な妻が「軽いのがよければ、売店で売ってますよ。私達も買いました。」と口を挟んだ。これがよかった。
説明者は、「あなた方は Private Twin だから、シーツは用意されています。」えっ、と初めはがっくりきたが、説明会が終わっ
てから、シーツを返すことにした。シーツは残り少なく、返したシーツはすぐに売れた。



　初日（12 月 11 日）
     The Station 前でバスに乗り、午前 9時にクイーンズタウンを出発。前頁の図に示したルートで、まずはテ・アナウへ。エ
ニシダが盛りで、黄色が野原一面に見られる。途中 11 時ごろMossburn で休憩。アイスクリームがおいしいとか、でこれを
食べることに。テ・アナウで昼食。食後、更にバスで、テ・アナウ・ダウンズへ。
     テ・アナウ・ダウンズからはテ・アナウ湖を船で湖北端のGlade Wharf へ。この船も前は昔ながらの船で 2, 3 時間かかっ
ていたのが、いまは高速の双胴船になり 1時間半弱で行ける。この日は天気もよく、風も穏やか。船上からまわりの山もよく
見えた。2時ごろに出発した船はGlade Wharf へ 3 時過ぎに着いた。
　Glade Wharf から 1.2km、20 分ほど歩くと最初の宿泊地、Glade House だ。ここで全員の記念撮影。あとで写真を見ると、
全部で 33 人、このうち 4人がガイドで、そのうち 3人が若い女性、1人が日本人の男性でヒサさんだ。日本人は 13 人。10
人はアルパイン・ツアー社の団体でそのうちの一人はガイドのトシさんだ。呼び名は苗字ではなく名前で、みんなローマ字の
名札をつけている。一人はこのツアーの終着地Mitre Peak Lodge で働いているミキさん。このトラックがどんなものか、と
参加したという。あとの 2人が私達だ。
　ハウスに荷物を置いたあと、ネイチャーウォークという森の中の 1時間ほどの散歩だ。ガイドが木や花、鳥などの名前を教
えてくれる。
     Glade House は中心の食堂などがある建物のほか、数棟の平屋の寝室になる建物と発電小屋と乾燥室がある。夜は 10 時ま
で電気が使え、電池の充電も出来る。夕食前に洗濯をしておくと寝る前にはもう乾いている。乾燥の熱は発電の余熱だ。合理
的に出来ていて便利だ。
　夕食はオードブル、メイン・ディッシュ、デザート。メイン・ディッシュには二種類の選択肢があったが、私達はディア（鹿
肉）にした。やわらかく煮込んであっておいしい。ビールやワインによくあう。街中のレストランで食べる食事とくらべても
遜色がない。
　夕食後はスライドを使っての翌日の予定の説明。歴史的な話もいれてくれる。その後は全員の自己紹介。国別に順次行った
が、アメリカ、カナダ、イギリス、ベルギーなど世界各国から来ている。ニュージーランドの人も一人いた。日本人は最多の
13 人。日本語でやる人もいたが、ツアーのガイドのトシさんが英訳した。博多、大阪、横浜、東京、成田、青森など日本人
も各地から来ている。しかも女性ひとりでの参加が多いのが特色だ。私以外はガイドを除けば、男性は一人。ケイジさんだ。
私の顔を見て、ああ、男性がいてよかった、と安堵の顔。そうかもね。
　夜はゆっくり眠れた。
　
　2日目（12 月 12 日）
　2日目の朝は昼食用のサンドイッチ作りから始まった。食堂の一部のテーブル上に、食パン、野菜、ハム、卵などの食材が
おいてあり、それを使って各自思い思いのサンドイッチをつくるのだ。最初の日はどうしても欲張ってなんでも入れたくなり、
分厚いサンドイッチを作った。おしゃべりもはずんで楽しい作業だ。
　朝食後、出発は 8時半から 9時までの間にそれぞれ勝手に出かければいい。なるべく早くと思っていたが、ぐずぐずしてい
て、9時前に出発と最後になってしまった。
　まずは Clinton 川にかかる吊り橋をわたり、右岸を歩く。ちょっと変わった橋だと思ったら、1978 年に洪水で流されて作っ
た前の橋の代わりに、フィジーの軍隊が、練習で作ったものだという。フィジーは海を挟んだ隣の国だ。
　川に沿った平らな道を歩く。テ・アナウ湖の船着き場からの距離標が 1km、1mile ごとに立っている。3.7kmくらいのとこ
ろに、Wetland Walk, 2min の標識がある。ここは本道からそれるので、ここに荷物を置いて行ってみる。本道からそれるとき
は、その近くに人がいることを示すために、荷物を置いてゆくのが約束事だ。トラックは一方通行なので、前方からは人は来
ない。ここは湿地帯で木道上を歩く。10分くらいで一周するが、いろいろな苔が見事だ。4.3km地点からすこし入ったところに、
Clinton Hut という小屋があった。個人ウォークの場合は、ここが最初の宿泊地だ。ここで小休止。先行組の顔も見えた。
　10km地点くらいだろうか、川岸を歩いていると、魚が澄み切った水の中を泳いでいるのが散見された。写真撮影にも成功。
やがて、Hirere Falls Hut だ。ここで昼食。朝作ったサンドイッチをほおばる。昼食のとき、撮った魚の写真をみんなに自慢し
て見せたら、これはブラウン・トラウトだという。もう一種類レインボウー・トラウトがいるらしい。許可を得ればトラウト
釣りもできるそうだ。小屋の裏手に滝があり、川の流れもおだやか。ガイドのヒサさんなど一部の人が、ここで泳いでいた。
見るからに寒そう。
　昼食後は平らな道を淡々と歩く。やがてHidden Lake への分かれ道。この湖は正面が断崖、その下に広がる浅い小さな湖だ。
なだれの衝撃で出来たものだそうだ。ここでは泳ぐ人が続出。つられて靴をぬいで水の中に入ってみた。冷たいが思ったほど
ではなく、短時間なら気持ちがよい。滝の途中まで登り、飛び込む人までいた。次頁左の写真で滝の右側に小さく写っている
人がそれ。
　この辺からは、歩いてゆくと翌日歩く予定のMackinnon Path に連なる山が見え出す。はるかかなたという感じだ。次頁右
の写真で、狭くなってゆく両側の山の間に見える平らなところがそれだ。
　17km付近の Bus Stop Shelter を過ぎて数百ｍゆくと、今夜の宿泊地 Pompolona Lodge だ。Pompolona と書いた看板のか
かった木製の門が出迎えてくれる。



    このロッジは山の斜面に建っていて、食堂棟など中心部は下に、寝室棟などは上にある。階段の通路を使っての移動だ。
着いたときの仕事は、着替えと洗濯。洗い場で洗った物を乾燥室に持ってゆく。洗い場のところには、Tree Fuchsia（フーシャ）
が赤紫色の魔法使いの頭巾のような小さな花を咲かせていた。これも洗濯をしながらの話題になる。
　夕食のメイン・ディッシュは、私達はチキンだ。夕食の後は思いがけないことに、誕生日のお祝い。私の隣に座っていた
日本人のサチコさんと別の場所にいたアメリカ人らしいマーラさんの二人。この日は奇しくも 12 年 12 月 12 日。この三つ
がそろうのは 100 年に一回だ。だれが手配したのか、大きなバースデイ・ケーキ。私達もお相伴にあずかった。誕生日とな
るとやはり年齢の話になる。ご婦人に年齢を聞くのは失礼だが、この日は特別。サチコさんはなんと 70 歳だった。とてもそ
うは見えないので、みんなビックリ。そのテーブルには他にご婦人が 3,4 人いたけれどみな、62,3 歳。みんな若い。もっと
も私が 76 歳といったら、これも驚かれたが。

    3 日目（12 月 13 日）
　きょうはいよいよ一番登り下りのあるMackinnon Path を歩く日だ。小屋を出ようとしたら、アルパイン組が準備体操を
している。これはいい、と私達も近くで準備体操。道は階段などがあって、川原のレベルまで下りる。Pompolona Creek に
かかる小さな橋を渡れば、それから比較的平だ。両側からは山が迫ってくる。Clinton 谷の上層部に来たという感じだ。道路
わきには、赤い花のように見える、キノコの一種、フラワー・ファンガスもある。22km地点付近の Lake Mintaro の近くに
Mintaro Hut がある。個人ウォークの人にとっては、二日目の宿泊地だ。私達もここで小休止。
　小屋を出てしばらく歩き、Clinton 川・西ブランチにかかる吊り橋を渡ると、いよいよ登りだ。 橋のすぐ上が源流で、ここ
で Clinton 川ともお別れ。標高差 500m, 4kmの登りだが、11 のジグザグの坂で登る。だが、傾斜は一定に抑えられていて、
それほど急ではない。登るにつれて、Clinton 谷の上部を形成する岸壁群が見えてくる。日本でいえば、北アルプスの穂高付
近の涸沢という感じだ。上部には雪を頂いて、美しい。花々も多くなってくる。ニュージーランドのデイジーの中では一番
大きいラージ・マウンテン・デイジーが、そこここに見られる。高度があがると有名なマウント・クック・リリーだ。中央
部が緑、その周りが黄色、花びらが白の可憐な花だ。葉が特徴的でスイレン（water lily）の葉のように丸型で縁が波打って
いるので、リリーと呼ばれているが、キンポウゲの一種である。Mackinnon Path に近づくとマウント・クック・リリーが斜
面一杯に咲いている。なんという幸運、なんという贅沢。左の写真のように天気にも恵まれた。あとで聞いた話だが、翌日
ここを通ったパーティは数十ｍの強風と豪雨に逢い、一人は撤退を余儀なくされたとか。私達は楽しみながら登り、稜線に
出た。この付近は池糖、小さい湖も多い。

 Clinton 谷を見てMackinnon Path への登り。
花はマウント・クック・リリー

    Hidden Lake 　滝の右側に人がいる     正面にMackinnon Path を望む

 Mackinnon Path から北方向を見る。
道路状の線は以前の飛行機滑走路



    登りついた稜線には高さ 3m以上もあろうかと思われる大きなケルンがある。（1頁の写真はこのケルン前で撮影。）付け
られた板には、この峠を発見したQuintin Mackinnon の文字が見てとれる。ここで飲み物が出されたが、みんなガイドの人
たちが担いできたものだ。ニューランドの珍鳥ケアも見かけた。南島の山岳地帯にしかいない知性と好奇心といたずらで知
られる鳥だ。ザックや登山靴をぼろぼろにされることもよくあるとか。
　ケルンから昼食場所の峠小屋まで稜線に沿って歩く。一番高いところは 1146m。これから進むのは北東に伸びる Arthur
谷だ。前頁右下の写真は北方向を見たもの。まっすぐな道路状の線は前に飛んでいた飛行機の滑走路だ。その左端に今日の
宿泊地Quintin Lodge がある。そうこうするうちに峠小屋に着いた。この小屋は、個人ウォークの人たちと共用だが、入口
が別れていて、入り口からみて左側がガイド付きウォークの使うところだ。この小屋は過去に強風で２回吹き飛ばされている。
つくりは頑丈で、ワイヤで固定されている。
　外の崖の上にトイレがある。「世界一素晴らしい眺望のトイレ」として有名だとか。そこで用もないのに入ってみたが、前
面 30cm角程度が透明で、確かに Arthur 谷がよく見え、景色はいい。でもなんだか落ち着かず、すぐに出てきてしまった。
次に待つ人は正面ではなく横に並ぶようになっている。
　峠（1120m）からは、Quintin Lodge（250m）まで 6kmの道を高さにして約 900m下る。こちら側は、花はラージ・マウ
ンテン・デイジーが目立つ。20 分ほど歩くと、分かれ道に出た。まっすぐは一般道、左は緊急用だ。一般道は崩落箇所があ
るとかで、緊急用を下りた。道は今までとは違い、傾斜も急で、岩場もあり、歩きにくいところが増えた。だいぶ下ったと
ころのMorain Creek で本道と合流した。
　Morain Creekは30km地点でもう一つの川と合流してRoaring Barnとなる。この川沿いの道は結構急で階段がつづいたり、
何段も滝があったりする。32km地点で吊り橋を渡ると今夜の宿、Quintin Lodge だ。ここは隣に滑走路があるのでわかるよ
うに、比較的広い平地に建物が建っている。出発前日の説明では、ロッジに着いた後に、サザーランド滝を見に行くと言っ
ていたが、実際は滝への道は壊れていて行けないということだった。これは前からわかっていることで、クイーンズタウン
の説明者と現地ガイドのコミュニケーションが不足している。
　滑走路の端まで行くと滝が見えるというので、アルパイン・グループのケイジさん達と滑走路を歩いて行った。この地域
からサウンドにかけてはサンドフライというブヨの一種がいて、これが人にまとわりつく。さされると一週間くらい跡が残
る問題の生物だ。クイーンズタウンで虫除けとさされたときの塗り薬を買い、虫除けをぬったが、やはりたくさん寄ってくる。
滑走路の端まで行くと確かにサザーランド滝は見えた。落差 580mで、世界で 5番目に高い滝だという。ケイジさんは 33
年前にもここに来たそうだ。そのときは、滑走路は使っていて飛行機で滝のそばまで行ったという。滝の上はクイル湖とい
う大きな湖で、そこからすぐ滝が落ちている。写真では見たが、実際は、さぞ雄大な景色だろう。
　夕食のメイン・ディッシュはステーキだった。

　4日目（12 月 14 日）
　この日は朝から雨だった。Mackinnon Path を越えて Arthur 川、ミルフォード・サウンドにくると降雨量が非常に多くなる。
日本で雨量の多い屋久島や大台ケ原、私もこれらで豪雨にあった経験があるが、それでも屋久島で年間 3000mm、大台ケ原
で 4000mm。ここはなんと年間 6500 から 7000mmだ。最多記録は 1988 年の 9200mmという。一日の最大降雨量記録は
5m21cm。これだけ降れば、木なだれや洪水が起るのも無理はない。しかし、日照時間も年間平均 1600 時間で、年中雨が降っ
ているわけではない。気候の影響を受けて植生も変わる。苔のような湿地帯の植物が多く見られるようになる。
　私はまずは普通の雨具を着て出かけた。雨がひどくなると上からすっぽりかぶる簡易型のポンチョを着る。ポンチョの下
には一眼レフを下げている。シャッターチャンスがあれば、ポンチョをすこしあげればいい。この日は、道は平坦だが、歩
く距離は 22kmと長い。

 サザーランド滝  マッケイ滝



　左を流れる Roaring Burn がさらに左から来る Arthur 本流に合流するあたりでは、サザーランド滝が見える。水量も多くや
はり見事な滝だ。ジョン・マッケイと共に金などを求めて Arthur 川を上ってきたドナルド・サザーランドは、推測するに、
この辺で滝を発見したのではないか。もっと下に高さは何十ｍかだが、何段かに別れて落ちる美しい滝がある。二人は最初に
この下の滝を見つけた。どちらの名前をつけるか、コイン投げをした結果、マッケイが勝って、下の滝はマッケイ滝と名づけ
られた。さらに上流に来てはるかに大きな滝を見つけた。これはサザーランド滝と名づけられた。マッケイの思いは？
　Arthur 川の右岸を歩いて行くと、35km地点にDumpling Hut がある。ここは個人ウォーカの最後の宿泊地だ。さらに
5.6km歩くとBoatshed Hutだ。小屋は長手方向が道に直角に建てられ、小屋のど真ん中を道が貫いている。ボートという名は、
以前ウォーカや荷物を乗せて Arthur 川をわたすためのボートが、ここに収納されていたため残っている名だ。ここで私達に
はモーニング・ティーが振舞われた。
　41km地点の吊り橋を渡って苔の道を歩く。数百ｍ行くと、先述のマッケイ滝がある。前頁右の写真のように、何段かに分
かれている。
　Arthur 川は幅が広くなり、46km地点では湖になる。Lake Ada である。湖を右に見ながら進むと 48km地点に Giant’ s 
Gate Shelter がある。ベンチの上に屋根があるだけのシェルターだが、雨のときは特にありがたい。ここで遅い昼食だ。
広くなった Arthur 川に沿って、6kmほど歩いて、ミルフォード・トラックの終着地 Sandfly Point に着いた。総歩行距離は
53.4km。午後 3時半くらいだった。終着地を示すケルンの前で記念撮影。全員事故なく仲良く歩けたことが嬉しい。
Sandfly Pointから船で対岸のミルフォードに渡り、そこからはバスで数分のMitre Peak Lodge に行く。ここが最終の宿泊地だ。
　ここ、ミルフォードは小さいながらも町で、電気も滝を利用して発電している。
　夕食のメイン・ディッシュはサーモン。いい味だった。
　夕食後、トラック完歩証授与式が行われた。私達はクイーンズタウンで購入したミルフォード・トラックのＴシャツを着て
式に望んだ。証書をもらったあとは、欧米風に 4人のガイドと順に抱き合って祝福。若い女性（といってもみんな私より大柄
だが）と、こういうことをする機会は日本ではなかなかないので、貴重なありがたい経験だ。

　5日目（12 月 15 日）
　この日は山歩きはなし。まずは、ミルフォード・サウンドと呼ばれるフィヨルドの遊覧だ。サウンドは、辞書をひくと、海
峡、または内海や湖が外海に通じる水路、とある。しかし、ミルフォードの場合は明らかに、フィヨルド（fiord、絶壁の間に
深く入り込んだ入り江）だ。ノルウェイのフィヨルドを見ているので余計その感が強い。地図上ではサウンドがたくさんある。
しかし、この一帯は、Fiordland National Park になっている。なぜサウンドなのだろう。それは、この辺りの測量、調査にき
たジョン・ストークスがフィヨルドを誤ってサウンドと記入したためといわれている。その後、誤りが指摘され、個々はサウ
ンドと呼ぶが、全体はフィヨルドランドということになったようだ。
     私達は、朝、宿泊地のMitre Peak Lodge から散歩がてら歩いて港へ行き、船に乗った。外洋のタスマン海まで行き、一回
りするコースである。まずはMitre Peak が特徴のある三角形の姿を見せてくれる。名前は、司教がかぶる冠（Mitre）に形が
似ているところからつけられた。出航してすぐ見えるボウエンの滝には水力発電所が設けられ、この町の電力をまかなってい
る。船からはニュージーランド・ファー・シールが岩の上にいるのが見られた。またスターリングの滝のすぐ真下まで船首を
近づけ、水しぶきを浴びたりした。ミルフォード・サウンドの観光は十分に楽しめるものだった。
     ミルフォードからは、バスで国道 94 号線（ミルフォード・ロード）を通り、4時頃クイーンズタウンに戻った。

外洋側からみるMitre Peak
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