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私がニュージーランドのテ・アナウでコロミコ・トレックの会

社を設立、事務所を構えたのは 1984 年のこと。以来 2005 年

に事務所を撤収するまでの約 20 年間、そして現在に至るニュー

ジーランド大自然ウォークの物語はあまりに長すぎて、完成する

のは何時になることやら。今は他にやることが多すぎて集中して

物書きに専念する心境ではないのですね。そこで 10 年ほど前に

手がけた「ニュージーランド大自然ウォーク 30 年の情熱」とい

う未完のドキュメンタリー？の中から、アトランダムに記事をピ

ックアップして、「山旅便り番外編」として皆さんにお届けしよう

と思います。ニュージーランドに行ったことのある人もない人も

平野ガイドの山歩き人生エピソードあれこれお楽しみください。 
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■史上最大の神体験・U パス大滝の奇跡 

私はテ・アナウで仕事生活していた 20 年間、フィヨルドランド

やニュージーランド各地の大自然を歩きまくり、様々な困難危険に

遭遇してきましたが、いかなる時も最終的には必ず神の助け、導き

によりすべて無事に切り抜けてきました。まずはその中でも、思い

出す度に背筋がゾクゾクする神体験のお話から。 
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それはミルフォード・ロードの途中から始る Mistake Creek と

Hut Creek という２つの沢を U Pass という険しい峠越えで繋ぐ

難ルートを一人で歩いた時のことだった。これは日帰りでは不可能

なロングコースであったので、大きなフレームザックに、テント寝

袋、食料、それに重たい一眼レフのカメラとレンズを入れたカメラ

バッグを上部に括りつけての重装備で出かけた。このコースは一般

コースよりも遥かにグレードの高い経験者向けのルートで、Moirs 

Guide というフィヨルドランドの難コース、ルートを紹介したガイ

ドブックが唯一の頼りだった。 

私は「上部のフラットに出るには、滝のすぐ右を登る。」という記

述をしっかりと頭にたたき込んで、沢を詰めその大滝にさしかかっ

た。沢沿いのルートは意外に歩き易く、良い足場を探しながら、滝

の上部に近付いた時、大きな岩壁に行く手を遮られた。右にトラバ

ースするか、それとも左の滝沿いに登るか。私はその時、「滝のすぐ

右を登る」ということが頭にあったので、迷いなく滝に近い直登ル

ートに手をかけた。足場を確保しながら、次の手がかりに手を伸ば

した瞬間、身動きが取れなくなってしまった。「これ以上動いたら、

間違いなくザックごと落ちる」私は身に迫る危険を察知して、その

ままゆっくりと右肩のザックベルトをはずしてから、ためらいなく

一気にザックを体から離した。その瞬間、ザックは崖を落下して落

ち、２度ほど下の岸壁にぶつかった大きな音と共に、一番下の滝壺

に落ちていったのだ。この時私が判断に迷い、あと数秒遅れたら、

間違いなく自分もザックと共にあの滝壺へと落ちてしまったこと

だろう。 

ザックの重さから解放された私は、ようやくバランスが保てた。

いったん少し下に戻り、小広いテラスから下をのぞくと、自分のザ

ックがはるか下の滝壺でぐるぐると渦を巻いて回っていた。空荷で

滝壺まで下ると、ザックは片側のフレームが折れ、上部に付けてい

たカメラバッグの中の一眼レフカメラも変形していたが、主な荷物

は無事のようだった。それまで一番大切にしていたカメラは使い物

にならなくなってしまったが、何としても命が助かったのだ。本当

に間一発のところで命拾いをしたものだ。私はただただ神に感謝。 

私のその後の行動は、今なお自分でも信じられないほどの神がか

り的なものだった。あれだけの恐怖体験をした後、普通ならどう考

えても無難な方へ戻るというのが当たり前のことだ。ザックを回収

した私は、水に濡れて一層重くなったザックを背負い直し、再び上

部目指して登って行った。その地点に出た時、初めに目を付けてい

た右側の崖をトラバースしてみると、そこにはもっと安定した手が

かりのあるルートが見えた。今度は安全に最後の崖をよじ登り、滝

上のフラットに登りついたのである。そこには荒々しい岸壁に囲ま

れた神々しいまでに美しい緑の草原大地があった。その日私はフラ

ットの一角でテントを張り、翌日 U パスを越えて反対側の沢を下

り、当初の目的を達成したのである。 

それにしても、あの時なぜあれほどまでの気力が湧いてきたのだ

ろうか。登るのを諦めて元来た道を戻り、途中の森で空しいキャン

プをすることが情けなかったのか。それともそれまで夢に描いてい

た山上の別天地でのキャンプを何としても実現したいという思い

が勝ったのか。今

の私にはその時の

心境は全く思い出

せない。今なお強

烈に覚えているこ

とといえば、あの

時ザックを体から

離した瞬間の、 

神様から支えられ

たような感触だ。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私はこの U パスでの悪夢以来、滝に対して特別な注意を払うよ

うになったのは当然のことだ。あのような場面は絶対に繰り返して

はならない。いかなる難コースも決して無理をせず、安全確実なル

ートを冷静に判断する。あの時の体験が、その後の私のブッシュ・

ウォークにどれほど役に立ったことか。 

■ケプラーの森・フィヨルドランド大自然ウォークの原点 

今ではミルフォー

ド・トラックやルー

トバーン・トラック

についで、フィヨル

ドランドの 3 大トレ

ッキング・コースと

して有名になったケ

プラー・トラック。

テ・アナウ湖のサウ

ス･フィヨルドの南

側、ケプラー山脈の

ど真ん中を周遊する   △ケプラーの森・シダの海と赤ブナ野巨木  



全長 65 キロのトレッキング・コースが開通したのは 1988 年の

こと。それまでこのケプラー・トラックの一帯には、東側のラクス

モア山の手前までと、反対側のアイリス・バーンまでは既成の登山

道があったが、それ以外のほとんどの部分は、全くの未開地または

かすかなフミアト程度の困難なルートであったところだ。それを膨

大な費用と人力、機械力を使って、およそ 3 年という歳月を費やし

てようやく完成されたものだった。 

かつて、ラクスモア山への山道は、ほんの踏み分け程度の細道で、

険しい部分もあったが、山道はブナの落葉が長年に渡り積もって 

腐葉土となった自然の柔らかい道であった。森を抜けると、ふかふ

かとした快適なタソックの草原帯となり、南峰の頂上までは自分で

ルートを見つけて岩の斜面を登り、そこから本峰までは見晴らしの

よい尾根歩きといった、実にワイルドで自然そのものの山歩きを楽

しめたものだ。そして帰りには中腹の草原帯をポールの目印を頼り

に縦断、森の入口から険しい旧道を急降下してドック･ベイ DOC BAY

辺りの登山道と合流する、変化に富んで野性味溢れる周遊コースが

あった。 

しかし、小型のブルドーザーを駆使して作られた新道は、従来の

小道が全て幅広く固い登山道と化し、急な山道も殆ど傾斜のないジ

グザグ道が増え、3 倍以上も長く単調な山道となってしまった。ま

た、山小屋から先はすべて尾根を回りこむ長い薪道となり、従来あ

った展望の良い尾根ルートは無くなってしまった。いったい何故、

従来からあった尾根ルートで道を造らなかったのか。これは機械で

作ったゆえの当然の結果といえるだろう。機械で作業のしやすい緩

い斜面を選んで道を切り開く。コースの良さは二の次で、作業優先

の登山道造りの結果といえるだろう。これはこのケプラー・トラッ

クが長く単調になってしまったことの大きな理由でもある。 

ともかくこれで最も見晴らしのよかったラクスモア山南峰への

ルートはなくなり、本峰へは山腹に作られた巻き道縦走路をたどっ

て、反対側から往復するという、遠く、長く、単調なコースでしか

行けなくなってしまったのだ。この新道の開通と同時に、かつての

旧道は廃道となり、これであの周遊コースは消滅、ツアーとして公

に歩く事はできなくなってしまったのである。私は大いに落胆した

が、こうなってしまったからには、割り切って考えるほかは無い。

確かにケプラー・トラックは、これまで我々が楽しんできた野生的

な山歩きを楽しめるエリアではなくなってしまったが、一般の人に

とってはより安全で歩きやすい新しい登山道として生まれ変わっ

たのだ。それに、かつてミルフォード・トラックやルートバーン・

トラックが同様の方法で機械で作られた後、やがて自然に溶け込む

山道となったことを考えれば、いずれこのケプラー・トラックの山

道も、自然が回復してそれなりの自然歩道となっていくことだろう。

私はそのことを期待して、また自ら言い聞かせて、以後静かにケプ

ラー・トラックを見守る事にした。 

テ・アナウから一番近いこのケプラー・トラックというフィール

ドを、ツアーに活用するにはどうすればよいものか、私は新たな可

能性を模索した。すでに従来の周遊コースは使えなくなった以上、

新道を利用して、ラクスモア山を往復する他はない。しかし、以前

よりも遥かに道のりが長くなり、しかも単調なコースは、あまりに 

 

 

 ◁ラクスモア

小屋付近からテ・

アナウ湖サウスフ

ィヨルド。タソッ

クの草原帯の下に

森林限界、ブナ原

生林の頭が見える。  

 

面白味が欠け

るし、日帰りと

しては長すぎ

る。そこで考え

たのが、ヘリ・

ハイクであっ

た。テ・アナウ

からヘリコプ

ターで一気に

森林限界上の

山小屋にランデ    △ラクスモア小屋上部の展望岩から、テ・アナウ湖 

ィング、そこからラクスモア山頂上を往復して、帰りに新道を下っ

てテ・アナウへというプランである。    

そしてさらに湖畔に出てからの単調な歩きをカットするために、

ブロッド・ベイまたはドック・ベイの湖畔からヨットでテ・アナウ

へ戻るというオリジナルの日帰りツアーを考えたのだった。当時、

テ・アナウではまるで海賊船のような大型帆船ヨットがあり、これ

を所有しているマリーという男は息子峻一が通っていた幼稚園の

園長先生の旦那で、気が向いたときに湖で渡し舟のような仕事を殆

ど道楽のような形でやっていた。彼は赤ら顔の大男で、まさに海賊

船の船長といったいかつい風貌に似合わぬ優しい笑顔は皆に大人

気、以後ツアーの名物男となる。 

こうして、このケプラー・トラック・ヘリハイクは、コロミコの

一般向けコースとして、現地での個人客、日本からのツアーとして

人気商品となっていった。しかしながら、この新コースは、私が目

指す大自然ウォークとは程遠い、あくまでもコロミコ・トレックの

営業を向上させるためのものであった。もちろん、さほど山歩きの

経験がない人々にとっては、フィヨルドランドの素晴らしさを最も

楽に味わえ、充分感動も得られたほかにはない素晴らしいツアーで

あった事だろう。しかしケプラーの本来の素晴らしさを知りすぎて

いる私にとっては、決して納得のいく仕事としてガイドをするのに

は耐え切れず、誰でもガイドのできるこのコースは、やがてスタッ

フに全て任せるようになっていった。 

その後の私にとってケプラーの山と森は、あくまでも自分の野生

本能を満たす癒しの場所として、またいうなれば一種の修験の場考

え、かつて愛したケプラーの旧道を中心にさらなる原始の世界を歩

き回るようになっていった。もちろん、規制の厳しいニュージーラ

ンドの国立公園内では、道なき原生林を許可なしに営業として人を

案内する事は厳しく禁じられている。しかし、鹿やポッサム狩のハ

ンターや山歩きのエキスパートがそうであるように、自分の責任に

おいて困難なルートを求めて自然の中を歩く事は自由であるのだ。

私は毎朝の散歩に、また暇を見つけてはケプラーの森の中へと入っ

ていった。 

●旧道に残された唯一の大自然、さらなる原始の世界へ 

 ケプラー旧道は、もともとフミアト程度の道で、時折見られる赤

い小さなブリキ板のみが目印の難コースであった。それが廃道とな

って以来、一切の刈払いや整備がされず、そのルートは年々困難な

ものとなっていった。しかしそのお陰で原始の森はますます深くな

り、人の多い一般道とは全くかけ離れた静寂の世界に包まれていた。 

このケプラー旧道は、上部の森の入口まで続く一本道であったが、

私はこのコースを基点としてさらに奥深く原始の森へと分け入っ

ていった。ある時は、北へと続く尾根の東側を流れる深い沢に注目

した。この沢を詰めて行けば、ラクスモア山から続く草原の末端部

に出て、上の森を横切れば旧道の森の入口と繋げられるかも知れな

い。私は地図上で最も近いと思われる地点から尾根を離れて、沢を

目指した。レインフォレストと呼ばれるフィヨルドランドの森は、

大きなシダや潅木が密生して、一歩間違えば猛烈なヤブに行く手を

阻まれる。どこのヤブを掻き分ければ歩きやすいか、すべて経験と



野生の勘を頼るしかない。そして時に頼りになるのが鹿の作ったケ

モノ道だ。これを見つけると、以下に猛烈なブッシュといえども、

比較的楽に突破する事が出来る。時には鹿になったつもりで四つん

這いになって歩かねばならないこともあるが、それが最良の抜け道

となるのだ。 

しかし鹿が自分の目的で作った（何度も同じところを歩いて自然

に出来たものだが）この道は、もちろん人間にとって都合の良い方

向を目指しているわけではない。その場の状況に応じて役に立つも

のであるか、瞬時に判断してたどっていかねばならない事はいうま

でもない。私は旧道の急な細尾根から一本の鹿道をたどり、ヤブを

書き分け、目指す沢に降り立った。地図にも名前のないこの未知の

沢は、殆ど両側を急な森の斜面で塞がれていたが、川底は意外と歩

きやすく、右に左へと渡りながら、どんどん上流へと詰めていった。

川を塞ぐ滝に出くわすと、片側のヤブを漕いで高巻き、また時には

水に浸かりながら、ようやく源流にたどり着くと、そこには思って

いた通りのラクスモアの草原があった。奥には見覚えのある赤茶け

たラクスモアの南峰がそびえていた。私は左手の森に頭を突っ込み、

再び鹿道を見つけて森を横切り、旧道上部の森の入口を目指した。

後日私はあの沢をケプラー・クリークと勝手に命名し、新たな周遊

ルートを完成させた。その後このルートは、スタッフや居候の絶好

の修行とトレーニングの場の一つとなった。 

私はこのケプラー旧道を基点に、その他あらゆる森と沢に分け入

り、その都度必ずといってよいほど迷い、ひたすら森をさまよった

ものだ。しかしいかに迷っても、この旧道のお陰で、最終的には戻

ってくる事が出来たのだ。ケプラー旧道は、私にとって正に大自然

の古巣であり、観

音菩薩の手の平

のような有難い

救いの場であっ

た。 

◁ラクスモア山頂

上。テ・アナウ湖、

サウスフィヨルド

と周囲の絶景が広

がる。 

●ケプラーの森最大の巨木・赤ブナ大王物語 

 

そんなある日、私は旧道からそれて、反対側のフォレスト・バー

ン沢を目指していた。そこにはおそらくハンターが付けたであろう

赤いテープのマーカーが時折あった。私はこの目印を頼りに森の奥

深くへ分け入っていったが、何度歩いても同じところへ戻ってしま

う。これ以上迷ったら帰れなくなってしまうと、旧道とぶつかるで

あろうコール・クリークに沿って戻る事にした。殆ど平地を流れる

その小沢の蛇行は凄まじく、深いシダのジャングルに覆われた川岸

沿いのブッシュは、いつまでたっても旧道にたどり着かない。    

やがてやっとの事で見つけた赤いマーカーにホッとひとと息つ

いて腰を下ろすと、目の前にこれまで見たこともないほどでかい赤

ブナの巨木が立っていた。周囲 10 メートル以上はあろうかと思わ

れるその巨木は、まるでケプラーの森の神といった威厳のある姿で

私を見下ろしていた。これがその後長年に渡り、私に森のパワーを

与え続けてくれた「赤ブナ大王」との初めての出会いであった。 

 ところで、赤ブナというのは、日本にあるブナとは全く異なるニ

ュージーランド独特のブナの種類のこと。ブナは英語名で Beech 

Tree といい、ニュージーランドには赤ブナ Red Beech、銀ブナ

Silver Beech,山ブナ Mountain Beech の 3 種類のブナがあり、

いずれも常緑で日本のブナのように全部が落葉する事はない。夏の

間に葉が生え変わるので、ニュージーランドのブナの原生林は 1 年

中緑の世界だ。また、葉も日本のそれよりも遥かに小さく、山ブナ

はまるでツゲの葉のように細かい。銀ブナはギザギザのある 1 セン

チ程度の小さな葉で、一番葉の大きい赤ブナでも、せいぜい２から

3 センチというもの。だから日本のブナを知る人も、言われてみな

ければ絶対に分らないほど、ニュージーランドのブナは独特の雰囲

気を持っている。特に赤ブナは赤黒いガサガサの木肌で、根元は分

厚いコケで覆われ、いかつい瘤を持つ巨木は、その威厳に満ちた姿

で原始の森の主として、ひときわ強い気のパワーを放っている。 

この「赤ブナ大王」は、ケプラー旧道から意外に近い場所にあっ

た。それまで 10 年以上に渡り数え切れぬほど歩いた旧道から、ほ

んの 15 分ブッシュをかき分けた場所にあるとは。私はケプラーの

森の奥深さを思い知らされたものだった。私はそれ以来、一人で、

またスタッフを連れ、旧道周辺を歩く度にこの大王を訪れたものだ。

巨木の前で食事をしたり、昼寝をしたり、そこは我々のみ知る秘密

の森の聖地であった。この赤ブナ大王の南側には、さらに深いブナ

原生林に覆われた大きな山の塊が続いていた。テ・アナウからケプ

ラー方面を眺めると、ラクスモア山などのケプラー主稜線の遥か手

前に、全山濃い緑に覆われたブナ原生林の大きな山並みが見える。

赤ブナ大王は、この長大な尾根の北のはずれに立っている。私は地

図上に道もないこのブナ山がいつも気になっていた。この山を縦走

して、赤ブナ大王に繋げるルートはないだろうか。そこにはおそら

く人知れぬ赤ブナの巨木もあるかもしれない。ある時私は、ケプラ

ー・トラックの入口の水門から一般道を南下して、2 本目の沢から

西に向かってブナ山を目指した。沢沿いのルートはすぐにヤブに阻

まれたので、シダの急斜面を這い上がり森のルートを行くことにし

た。背丈以上のシダをかき分け、密生した潅木の壁に頭を突っ込み、

大きな倒木をまたいで、ひたすら西へと進んでいった。やがてブナ

山へと続く急な斜面を登りきると、ようやくヤブの薄くなった尾根

に出た。これはブナ山から東に伸びている支尾根の一つに違いない。

そこからは何と歩きやすい鹿道がついているではないか。どんな森

の山でも、尾根には必ず鹿道が付いている。鹿も一番歩きやすいと

ころに道を作るからだ。私はこの鹿道と尾根に立つ赤ブナの巨木を

頼りに、急な尾根道をたどり、最上部の主稜線に飛び出した。そこ

から尾根を北に辿り、最高地点と思われるピークからケプラー旧道

を目指して尾根を下っていった。下からは単純と思えたこの尾根も、

実際に歩いてみると実に複雑で、一歩尾根を間違うと東のテ・アナ

ウ湖方面への尾根道となり、逆に間違うと西のフォレスト・バーン

へと落ち込む急な尾根道へと迷い込む。二つの大きな山のコブを乗

り越え、高度が下がると

ようやくシダのジャング

ルとなり、コール・クリ

ークの沢にぶつかった。

それまでさんざん迷いま

くったこの魔の沢であっ

たが、この沢にぶつかれ

ば何とかなる。沢沿いの

ブッシュをかき分け、よ

うやく見覚えのある森の

風景となり、ついに赤ブ

ナ大王にたどり着いた。 

私はそれ以来、機会を

見つけてはスタッフを連

れて何度も歩き、ようや

く一つのメインルートを

完成させた。          

その後、いろいろなサ

ブ･ルートを作り、時間と

体力に応じて、スタッフ    △赤ブナ大王から気をもらう 



のトレーニングの場として、また自分自身の修行の場として、赤ブ

ナ大王を巡るルートを歩きまくったのである。とにかくこの赤ブナ

大王は、私のテ・アナウでの仕事人生において、一番大きな心のよ

りどころであった。重大な考え事があったとき、仕事上の悩みや迷

いがあったときには、大王の懐で 1 人瞑想に耽ったものだ。 

私がこの赤ブナ大王と最後に会ったのは、コロミコ・トレックの

事務所を閉鎖して、テ・アナウを去る２００５年の３月の事であっ

た。赤ブナ大王の太い幹に抱きつき、最後のパワーをもらい、そし

て将来必ずの再開を約束して別れを告げた。私はそのとき、ふと大

王の幹から育っていた一つの若い小枝が枯れている事が妙に気に

かかっていた。その後日本に戻ってから間もなく、テ・アナウに残

っていたスタッフから突然の知らせを受けた。 

「大王が倒れました。」それまで私同様に大王を敬愛していた亀山

にとって、突然現場で目にした大王の死は、さぞや強烈な衝撃であ

ったことだろう。しかしその時の私は、何故か冷静で、「やっぱりそ

うか。あのときの不安は的中したのだな。」と、まるで大王からすで

にその死を告知されていたかの様な心構えが出来ていたのかもし

れない。 

考えてみれば、以前からほんの少し斜めに立っていた大王は、そ

ろそろその長い寿命を全うする時期が近かったに違いない。これが

もし私がテ・アナウにいたとき倒れていたとしたら、事務所の閉鎖

問題その他で落ち込んでいた私は、もはや立ち直る事が出来ぬほど

の衝撃を受けたことだろう。今思うと、赤ブナ大王はその最後の力

を振り絞り、私が去るまで頑張り続けてくれたのだとつくづく思う。 

その２年後、ようやく再びテ・アナウを訪れる機会があり、私は

大王の元へとケプラーの森を走っていった。大王はその巨大な体を

森の大地に横たえてもなお、偉大であった。他の木を殆ど巻き添え

にすることなく、そして寄りかかる事もなく、理想的な場所で大往

生していた。倒れた大王の幹に登ると、私は改めてその巨大さを実

感した。地上から 2 ㍍以上もあろうかという横たわった幹の上は、

森の中に突然浮かび上がった台地のような広大なスペースが広が

っていた。かつて大王を見上げていた森の広場を、今は幹の上から

見下ろすという実に不思議な感覚にとらわれる。私は大王の幹の上

にしばし横たわり、心の中で大王に語りかけた。「長い間本当にあり

がとう。あの頃はこの俺に元気を送り続けてさぞや疲れた事だろう。

俺があまりに多くの気をもらいすぎたので大王の死期を早めてし

まったのだろうか。」すると心の奥底で大王は答えた。「そんな事は

ない。ワシはいつも元気なパワーを持ってここにやってくるお前が

好きだったよ。逆にワシがお前からいい気をもらえたから、あのと

きまで頑張れたのさ。」私はその心の声を聞いたとき、やっと心の迷

いが晴れた思いがした。その瞬間、再び私と会った大王の魂が、安

らかな思いで昇天していく光景を見たような気がした。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

△赤ブナ大王の堂々たる大往生 

◆エピソード of テ・アナウ No.２◆ 

△南の湿原からモニュメント峰を振り返る。頂上から反対側の森林限界ま

で下り、右に回り込み、原生林の中のブッシュウォークでこの湿原に辿り

着けば、まずは第一段階。一面ミズゴケとモウセンゴケに覆われた原生の

湿原を横切り、再び森に入り原生林ウォークはなおも続く。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■原生林に囲まれたマナポウリ湖を俯瞰する絶景の奇岩ピーク 

 テ・アナウ湖の南にあるマナポウリ湖は、周囲を深いブナ原生林

と険しい山々に囲まれた美しい湖で、私がフィヨルドランドで最も

愛し、よく通ったホームグラウンドのひとつ。この湖の南岸、ブナ

の原生林から突然頭をもたげてそそり立つモニュメントと呼ばれ

る特異な岩峰がある。このユニークなピークへは、麓の入江から、

かすかに道を切り開いた登山道を利用して到達することができる。

ただしこのコースは、陸路からのアプローチは非常に困難なルート

となるので、一般的にはモーターボートなどを利用して歩くのが一

般的となっている。 

 私がこのピークを初めて目指したときは、この一般コースのこと

は知らずに、フィヨルドランドのガイドブック Moirs Guide を頼り

に内陸のルートからの難ルートをたどった。反対側のホープアーム

の入江までは一般コースで歩けたが、そこから先はすべて道も踏み

あとさえもない難ルートの連続だった。腰まで浸かる川を２度も渡

渉し、深いブッシュにさえぎられ、湿地帯にのめり込み、ようやく

目にした岩峰めざして、ひたすらブッシュの中を突き進んでいった。

やがてモニュメントが近付くにつれ、斜面はますます急になり、気

がつくと殆ど垂直に近い絶壁にぶち当たる。これはまずいと手前の

ブッシュを回りこみながら、やっとのことで反対側の尾根にたどり

着くと、何とそこにはしっかりとしたフミアトがあり、赤いブリキ

のマーカー（当時の一般登山道の目印）があるではないか。そこか

ら頂上へはフミアトとマーカーをたどり、いとも簡単に頂上に立つ

ことができた。ようやくたどり着いたモニュメントの頂上は、思っ

ていた以上に小広く、休憩するには充分なスペースがあったが、そ

の周囲は殆ど絶壁に囲まれ、天上界にぽっかりと浮かんだ別世界と

いう雰囲気であった。何よりもこれまで見たことのない新鮮で迫力

のある風景に思わずため息をもらした。眼下に俯瞰する湖は紺碧に

輝き、周囲をすべて取り囲む濃い緑の原生林は山の斜面を這い上が

り、上部の草原帯との境にくっきりとした森林限界のラインを形作

っている。湖の背景には氷河を抱くフィヨルドランドの峻峰群

Cathedral Peaks がどっしりと構え、北側にはケプラーの山並みが

果てしなく続いている。私はまるで仙人になったような気分でしば

しその絶景を眺め続けていた。 

帰路、さっきの登山道が下まで続いていることを確認して、私は



再び来るときにさんざん迷ったブッシュに突入、内陸の一般道を目

指した。私は後日、あの時頂上から続いていた登山道はやはり下の

ビーチまで続いていることを知った。そして一般的にはモーターボ

ートを使って入口から歩くのが一番楽であることも分かった。確か

にモーターボートを使えば簡単に往復できる。それに一般道といえ

どもそれほど多く使われていないので、登山道といっても殆ど自然

に近いフミアト程度だ。油断すると迷うこともあり、それだけでも

十分面白いツアーとなることだろう。しかし私の野生根性はそんな

安易なコース作りでは満足できなかった。行きはボートを使うとし

ても、帰りはかつて迷いまくった内陸からのルートをたどり、最高

級のブッシュ・ウォークツアーを作りたいものだと思った。その後、

スタッフを連れ、また時には元気なお客を連れて、何度も強烈なブ

ッシュ・ウォークを繰り返したことか。奥深いフィヨルドランドの

ブッシュは何度歩いても楽なルートはそう簡単に見つかるもので

はない。それでも回数を踏むうちに、ようやく何とか無難に歩ける

ルートが分かってきた。 

こうしてマナポウリ・モニュメントの初期のコースが完成して、

私が国立公園本部（後の DOC）にツアーとして正式に申請をした

のは、初めて訪れてから後のことであった。ニュージーランドの国

立公園内では、ツアーとして歩く場合の規制が非常に厳しくなって

いる。そのためツアーとしてガイドをする場合は、コースごとに許

可申請をして、営業許可 Concession を取らねばならない。コロミ

コ・トレックではそれまで、キー・サミットやグレイドハウスを含

め、レイク・マリアンその他の主な一般コースに関してはすでに許

可をもらっていたが、今回のような一部難ルートを含む申請は初め

て。一般コースではないので、難しいと思っていたが、意外と簡単

に許可は下りた。   

ただし条件としては「登山道以外のルートを歩く場合は、できる

だけ同じルートは歩かないように。」とのことだった。自然へのイン

パクトを最小限にするというのが趣旨であったようだ。これは相当

大変な規制とも思えたが、私にとっては大歓迎といったところだ。

そもそも今回のルートは、同じところを歩こうといっても、そう簡

単に歩けるものではない。逆に返せば、どんなルートを歩いても良

いということになり、正に私の目指す迷いながら歩くブッシュ・ウ

ォークの真骨頂といったところだ。 

ようやく完成したツアーは、先ずテ・アナウから車でマナポウリ

湖まで行き、大型のモーターボートをチャーターしてモニュメント

の北側、白砂ビーチへ。そこから 15 分ほど森を抜け、もう一つの

ビーチの端にある登山口からブナ原生林中の一般道を頂上へ。帰り

はモニュメントの肩から、森の鹿道をトラバースしながら南の湿原

を目指す。その後、再び原生林を横切りマナポウリからホープアー

ムへと続く一般道を目指し、マナポウリへ戻るという変化に富んだ

原生林ウォークである。私はその後、歩くメンバーの体力と根性に

よって、その都度新たなルートを探りながら歩き、北側のホープア

ームからボートアウトするコースをはじめ、いくつかの新ルートを

増やしていった。何度歩いても必ず迷うが、全神経を集中して真剣

勝負で臨めば必ず道は開ける。私はこのブッシュ・ウォークの醍醐

味こそは、正に私が

目指す大自然ウォー

クの真髄なりと、以

後ますますモニュメ

ント・ツアーにのめ

りこんでいく。そし

てそれ以後、更なる

新コースの開拓に没

頭する。 

◁モニュメント北のビ

ーチに上陸          

■スカイライン・ルックアウト・夢のヘリハイク 

 △モニュメントの肩・展望岩からスカイライン・ルックアウトの山並み

（後方左）濃い緑の左端が三角山。湖から見上げると鋭い三角のピークに

見える。その奥の森林限界上、最奥のピークにヘリでランディングして、

手前の三角山まで縦走、その後、左の森に入り、湖へ直滑降。 

 

ニュージーランドではセスナやヘリコプターを使った遊覧飛行が

盛んで,日本でよりも遥かに手軽にチャーターすることができる。

テ・アナウでもすでにグレイドハウス・ツアーなどに水上飛行機

を活用していたが、馬力のあるヘリコプターはさらに広範囲に利

用できる。しかもヘリコプターは、ほんの少しのスペースさえあ

ればどんなところでもランディング可能、これをうまく利用すれ

ば、これまで一日で歩けなかった山奥のコースも、日帰りで歩け

るようになるだろうし、歩いては行けない隔絶された大自然の真

っ只中に降り立つことも可能だ。 

このヘリコプターを使ったツアーは、すでにケプラー・トラッ 

ク・ヘリハイクとして一般コースを作っていた。この間に私は

テ・アナウのヘリ会社 Southern Lakes Helicopter のパイロット、ロ

ジャーと親しくなり、彼がフィヨルドランドの山と地形を知り尽

くした大ベテランのパイロットであることを知ったのだ。私はそ

の後、ケプラーのツアーに便乗して、空になったヘリに乗せても

らって、それまで目を付けていたフィヨルドランド奥地の山々を

幾度となく案内してもらった。ある時はケプラー山脈のど真ん中

にあるジャクソン・ピークの頂上近くで下ろしてもらい、尾根を

下り、沢を遡行して、ケプラー旧道目指してブッシュ・ウォーク

を繰り返してテ・アナウへ戻ったこともあった。そしてある時、

以前から気になっていたマナポウリのあるピークの周りを飛んで

もらったことがあった。 

 度々訪れていたモニュメント峰の対岸に、森林限界の上に飛び

出した三角のピークと、さらに高く連なる美しい稜線の山があっ

た。私はそれまでこの三角ピークまでは、下のホープアームのビ

ーチからの登山道をたどって歩いたことがあったが、標高差１０

００㍍以上の急登を往復するのは、ツアーとしてはハードすぎ

る。これをヘリを使えば充分日帰りの一般ツアーとなるはずだ。

しかしこのピークからただ下っただけではあまりに単調だ。どう

せならもっと奥の高いピークにヘリで下りて、縦走しながら最後

の三角ピークで大休止、そこから草原帯を滑り降りて、森の入口

から一般トラックでホープアームへ。そこからマイクのボートで

マナポウリへ戻る、という夢のようなツアーを考えていた。 

 というわけで、果たして三角ピークの奥にヘリがランディング

できる場所があるかどうか、そしてそこから三角ピークまで歩い

て行けるものか、それが問題だった。天才パイロット、ロジャー



の運転するヘリは、三角ピークから尾根をなめる様に少しずつ上

昇していった。その稜線をじっくり眺めてみると、細い岩場もあ 

るが、殆どがタソックの草付で何とか歩けそうな感じであった。

やがてロジャーは、「ここなら何とかなる」と最高ピーク付近の

ほんのわずかな台地の上に絶妙の操縦で着陸した。そこはすでに

１３００㍍の高山帯で、フィヨルドランドの高山特有の白いコケ

や芝生のように短くなった草やデイジーの咲き乱れる天上の別天

地であった。三角ピークが遥か下方に見え、見覚えのあるモニュ

メント峰がさらに遠く低く、ホープアームの入江の向こうに浮か

んでいた。「後は本番で、道を見つけながら三角ピークまで行け

ば何とかなる。」私はこれで新コースはほぼ完成と、再びヘリに

乗り込み、テ・アナウへ戻った。 

 その後、ようやくこの新コースの下見をする機会がやってき

た。まだ正式なツアーではないので、テ・アナウに滞在している

旅行者の勇志を募り、あくまでも下見（Inspection）としてヘリ

その他の実費を払ってもらい、空いた席にスタッフも便乗して研

修も兼ねてヘリに乗り込んだ。この日の午前中は雲が厚く、その

合間をみてようやくヘリは三角ピークへと向かった。有視界飛行

のヘリにとって、視界を塞ぐガスは一番の大敵だ。万一着陸ポイ

ントが見えない場合には絶対に無理は禁物で、そんな時は戻るし 

かない。やはり無理かと思っていたその時、ロジャーはわずかに

開けた雲の隙間を見つけてすばやく着陸。我々を下ろしてすぐさ

ま戻っていった。「あー良かった。これで安心、大成功間違いな

しだ。」と大喜びしたのもつかの間、あたりは一面真っ白なガス

の中。私としても以前一度降りたことがあったとはいえ、一体こ

こがどのあたりであるのか、まったく見当がつかない。 

私は一瞬、頭の中も真っ白になってしまったが、連れている皆

にそれを見抜かれては絶対にならない。「まあとにかくこの尾根

を下れば三角山だ。」と大きな声を張上げ、いざ尾根を下り始め

た。あの時単純そうに見えたその尾根は意外と複雑で、岩場を回

りこみ、ピークを乗り越え、とにかく一番安全そうなルートを探

しながら真剣勝負で下っていった。「これがもし主稜線から外れ

た支尾根であったら、三角山にたどり着くどころか、もしかした

らまったく場違いな沢に向かっていたら大変なことだ。」などと

不安もよぎるが口には出せない。かれこれ１時間も歩き、いい加

減疲れたので、小広い尾根の広場で昼食を取ることにした。相変

わらず視界は利かないが、雨でないのは幸いだ。私はサンドイッ

チを頬張りながら、皆に背を向けて、あたりの様子を必死でうか

がっていた。すると一時片側のガスが途切れ、森林限界の頭がす

ぐ下にあるのが見えた。私はその時、これが三角山に向かう正し

い尾根であるのか、はたまたまったく違う支尾根に迷い込んでし

まったのか、まったく見当がつかなかった。「三角山は何処にあ

るんだ。」と内心ため息をもらしふと目の前の大岩に目をやると

突然まるで狐につままれたような不思議な感覚にとらわれた。 

「そうだ。この大岩は俺が以前下から歩いてきたあの三角山で

はないか。」その瞬間、周囲の風景が一変して、見る見るうちに

見覚えのある風景

へと変わって行っ

た。そこは間違い

なくあの三角山で

あった。このとき

の不思議な驚きと

喜びは、今なお私

の脳裏に強烈に焼

きついている。 

 

△三角山頂上でのランチタイム。マナポウリ湖の絶景が眼下に広がる。 

モニュメントの奇峰が右はるか下に俯瞰できる。 

「もうここまで来れば森の入口はすぐそこだ。」私は何食わぬ

顔をして、再び皆を連れ、確かに見覚えのあるタソックの斜面の

中にフミアトを見つけて、森の入口目指して一気に駆け下りたの

だった。 
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◆エピソード of テ・アナウ Te Anau No.３◆ 

△キー・サミットの池塘とクリスチナ山。ルートバーン・トラックの日

帰りハイキングとして、今では多くのツアーや個人ハイカーが訪れるフィ

ヨルドランドで一番人気のスポット。登山口のディバイドから1 時間半ほ

どで来れる山上湿原台地だが、カスケード・クリークから沢を遡行して、

最奥のピークから縦走してくると 6 時間の超難ルートとなる。 
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■大荒沢カスケード・クリークからキー・サミットへ 
キー・サミットがルートバーン・トラックの日帰り体験ハイキ

ングとして、すでに最もポピュラーなツアーとなった頃、私はす

でにこの一般コースのガイドは全てスタッフに任せるようになっ

ていた。すでにその頃から私は、誰でもできるコースのガイドは

する気にならず、自分でしかできないコースのみのガイドをする

ようになっていた。そして機会あるごとに、新コースの開拓にの

めり込んでいた。 

ある時私は、フィヨルドランドの地図を眺めながら、誰もが簡

単に行けるキー・サミットに至るもっと面白いルートはないだろ

うかと思った。それまでも、キー・サミットからさらに奥まで続

いている尾根上にある１５００ｍの最高地点までは、尾根上のか

すかな踏み跡を辿り、何度かいったことはあった。その先尾根は

さらに南へと続き、やがてはるか下のカスケード・クリークの沢

へと落ち込んでいる。このカスケード・クリークは下流でミルフ

ォード・ロードを横切っているのだが、逆にこの沢の出会いから

キー・サミットを目指すことはできないものか。 

当時、カスケード・クリークがミルフォード・ロードと合流す

る地点には Lake Gunn Motor Lodge という国立公園内の一軒

宿があった。大きなカフェもあり、ミルフォード・サウンドへの

観光バスの休憩所として、毎朝賑わっていたものだ。キー・サミ

ットへのツアーでも、我々は必ず立ち寄り、時にはキー・サミッ

トの後にここで１泊して、翌日にレイク・マリアンなどのハイキ

ングを含めた１泊２日のツアーも度々行っていた。この瀟洒なロ

ッジは１９９０年の大雨でカスケード・クリークが氾濫して、床

上浸水、その後建物ごとテ・アナウに移動して以来、この場所か

ら姿を消してしまった。 

私が初めてこのカスケード・クリークに入ったのは、このロッジ

が健在だった頃のことだった。当時、この沢の少し上流には、ロ

ッジが利用していた小さな水力発電のダムがあり、そこまでは 



◀フィヨルドランドのレイ

ンフォレスト。沢歩きに行

き詰まると、滝や崖を高巻

いてこうした森に入りなお

も上流へと進んでいく。シ

ダや苔の中は意外と歩きや

すい。クマや蛇、毒虫など

いないニュージーランドな

らではの歩き方 

パイプ沿いに作業道が付けられていた。ダムまでは何とか行け

たが、そこから先は両側を原生林と崖で囲まれた険しい沢が続い

ていた。私は少しでも歩き易いところを探しながら沢を詰めてい

くうちに、かすかな踏み跡と、時折釘で打ちつけてある赤い小さ

なマーカーを見つけ、それを辿って行った。これは後で聞いた話

だが、このマーカーはポッサムのハンターが昔付けたものらし

い。もちろん道はかなり荒れてはいたが、全く道のないブッシュ

を行くよりははるかに楽だ。やがてマーカーもなくなり、崖と滝

に出会うたびに、右に左に沢を渡り、時には森のブッシュの鹿道

を辿り、さらに上流に登り詰めると、地図で見当を付けていた沢

の合流点に出た。 

地図によるとこの左の沢を詰めていけばキー・サミットからの

尾根に出るはずだった。沢沿いに行くか、右の尾根沿いに行くの

がいいか。私はその後、幾度となくこの地点からキー・サミット

を目指し、自分なりのルートを描いていった。沢の合流点から先

は次第に水量が減り、しばらくは沢沿いで歩けるが、度々の氾濫

で倒木や崩れた斜面も多い。ある時は沢を避けて、右側の支尾根

を目指してブッシュをかき分け登ってみた。上部には森林限界上

のすっきりした尾根が見えるものの、途中の灌木帯にすぐに行く

手を遮られる。何しろニュージーランドのブッシュ・ウォークで

は、森林限界上の灌木帯ほど手強いものはない。へ―べ Hebe と

呼ばれる灌木を中心に、すきまなくビッシリと詰まっているよう

なところは、そこを乗り越えるのに膨大な労力と時間を要する。

そのうえ、堅い葉先に強力なとげを持ったスパニヤードという厄

介なやつが混じっていると、さらに難渋する。へベとの太格闘の

末、ようやく尾根の草原帯に飛び出すが、これはまだ下の方の支

尾根で主稜線に出るにはかなり遠回りであることが分かった。 

次に訪れた時には、今度は左側の森から主稜線を目指すことに

した。確かに森の中は鹿道もたまにあり、それを見つけるとかな

り歩き易い。しかし、鹿が作った道というのは、自分の目的のた

めの道ではないから、慎重に辿っていかないと、とんでもない方

向に行ってしまう。時にはその鹿道をそれて森のブッシュをかき

分けさらに上へと登っていく。ニュージーランドのブナ原生林に

は、シダや様々な低木が混じっている。シダをかき分けて歩くこ

とは比較的容易だが、ブナの若木や低木が密生しているようなと

ころは、殆ど立ち入り不可能な壁となってしまう。できる限り密

度の薄いブッシュを探して、右に左へと道を切り開きながら進ん

でいくのである。そんな時にも、やはり鹿道が一番頼りになる。 

鹿は自分が一番歩き易いと思う道を作るのだから、それを辿るの

が一番だ。猛烈なブッシュに行く手を遮られた時、「鹿ならどう

する」と考える。時には四つん這いになって周囲のブッシュと地

面を眺めてみると、壁のようなブッシュの中に僅かな空間が見つ

かり、その下にかすかな鹿道を発見することもある。そんな時は

その空間に頭を突っ込み、ブッシュをかき分けていくと、再び歩

き易い鹿道に出ることもしばしばある。またある時はブッシュの

突破をあきらめて、大きく迂回しながら尾根を目指すと、再び別

の鹿道を見つけることもある。森林限界を目指す鹿は、ブッシュ

が密生する斜面よりも、より歩き易い尾根を選んで道を付けるも

のだ。より確かな鹿道を見つけながら、森林限界を目指す。 

 

▲レイクガン・ネイチャーウォークは

被害なし。レイクガンの森は屋久島の

「もののけの森を遥かに凌ぐ原生の苔

が森一面覆い、苔むした赤ブナの巨木

が林立するフィヨルドランドならでは

の原生林ウォークを手軽に楽しめる平

野ガイドお気に入りのスポットのひと

つ ↗ブッシュ・ロビン（NZ コマドリ）：ニュージーランドの森で一番

人懐こい鳥。好奇心旺盛で、すぐ近くまで寄って来る。長い脚と可憐な目 
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これはニュージーランド原生林ウォークの鉄則といえるだろう。 

こうしたブッシュ・ウォークを安心して体験できるのも、熊や

蛇など危険な動物がいないため。これは日本でもまた世界中のど

こでも絶対に体験できないニュージーランドならではのメリット

といえよう。その代わり、道なき道を歩くということは、すなわ

ち迷うということにもつながる。しかし、いくら迷っても安心し

て（熊や蛇の危険なく）迷えるというのもまた、ニュージーラン

ドなればこそ。私はこの特権を最大限に生かし、これまでどれほ

どのブッシュ・ウォークを体験し、森をさまよい迷ったことか。 

ともあれ、２度目のカスケード・クリークで辿った森コース

は、何とか森林限界に抜け出したものの、そこから上は、険しい

崖尾根が続き、一般人を連れてくるには危険すぎると判断、ルー 

ト作りは断念となった。というわけで、やはり沢沿いのルートが

最短ということで、以後は沢沿いのルート探しを繰返した。３度

目の挑戦ではあくまでも沢を忠実に辿ってみようと思った。 

以前難渋した地点から、いったん森の高巻きルートに入ってから

すぐにまた沢に下り、できる限り沢沿いに登って行った。確かに

度々の洪水で沢は荒れ放題、倒木や崩れも多かったが、それを何

とかくぐり抜けると、再び歩き易い河原の道に出ることもしばし

ばだった。時には、崩れやすい斜面を歩くよりも、水の中を歩い

た方が、足場は安定して歩き易い。草原帯になると、今度は兎が

作ったかすかなフミアトはブッシュの中へ、そして再び上流の草

原帯へと続いていた。いったん沢から離れ、森に入ると、今度は

鹿道を辿り、すぐにまた沢に戻る。そんなことを繰り返しなが

ら、さらに沢の上流を目指す。気がついてみると、いつの間にか

沢の水はなくなり、源頭部の草付を歩いていた。これまでさんざ

ん苦労して登りついた上部の尾根に至る最良のルートは、こうし

て３度目の正直で完成したのだった。 

主稜線に出てからの尾根道は、長い忍耐とルートファインディ

ングに苦労したこれまでの登りとはうって変わって、明るく楽し

い草原帯の縦走となる。しかしキー・サミットから続く単純な尾

根と思っていたら、実は２重にも３重にもなっている複雑な稜線

で、ただ北を目指せばよいというものではなかった。 



もちろん縦走路といえるような山道など一切なく、目標とする

次のピーク目指して一直線に進めばいいというわけにはいかな

い。最短距離と思って進んだら、深いブッシュにもがき、歩き易

い尾根道を辿ると方向違いの崖に行きづまる。とにかく目と直観

を頼りに歩き易いところを定めながら進まないと、とんでもない

体力と時間のロスとなる。天気がよく視界が利いているときでさ

え、ベストルートを探すのは困難なほど、この尾根歩きは奥深い

のだ。自分一人で歩くなら、どんな歩き方でもいいが、人を連れ

ていく場合はそんな訳にはいかない。こんなに長く、時間もかか

る難コースでるから、最短のルートで体力の消耗も最低限に抑え

ねば、一日で歩くことは不可能となる。だからここを案内するに

は、ガイドの力量を最大限に発揮して、真剣勝負で臨まねばなら

ない。 

そのことが、このカスケード・クリークの価値を一層高めるこ

とになり、その後、コロミコ・トレックの最上級のウィルダネ

ス・ウォークとなったのである。体力の有り余る若者から、一般

の山歩きツアーの年配者まで、そしてスタッフの研修、修行の場

として、どれほどの数を歩いたことだろう。今振り返ってみる

と、このコースを歩いた時は、悪天の方が多かった。視界のきか

ない稜線でのコース判断、風雨の中の寒さは、まさに修行に相応

しい究極のウィルダネス・ウォークであり、それがカスケード・

クリークであったのだと思う。 

 

▲カスケードクリーク

からの稜線上でのラン

チタイム。前方はキー

サミットへと続く森林

限界上の尾根。左手下

にレイクガン。 

 

 

 

■20 年ぶりのカスケード・クリークも大氾濫 

 2019/20 シーズンのニュージーランドは悪天候の連続で、各

地で大雨による災害に見舞われた。フィヨルドランドでも各地の

登山道も一部寸断され、ミルフォ―ドトラックやルートバーン・

トラックのガイドツアーシーズン中の殆どの期間（1 月から 3

月）中止なってしまったほどだ。また南島一番の観光道路・ミル 

フォード・ロードも閉鎖となってしまった。カスケード・クリー

クが 20 年ぶりに大氾濫、道路を寸断してしまったためだ。 

そのため、カスケード・クリークから先は行けず、ミルフォー

ド・サウンドをはじめ、主なトレッキングコースは歩けなくなっ

てしまったという訳だ。そのお陰で我がコロミコ・トレックが手

配代行している各社のトレッキング・ツアーもメインのガイドウ

ォークがキャンセルとなり、大混乱の状態となった。本来そうし

たツアーや個人客に対しては予約のみ、又は現地でのアシストの

みという仕事で、平野ガイド自らガイドすることはなかった。し

かしその頃大自然ウォークのツアーは全くなかったのでテ・アナ 

ウにいた私は、キャンセルとなった 4 泊 5 日のツアーを自らのガ 

イドと手配で変更プランを考え、代行することができたのは不幸

中の幸い？といったところか。 

そこでミルフォ―ドトラックやルートバーントラックに代わる

日帰りハイキングを考えることになるが、キー・サミットをはじ

め、カスケード・クリークから北にあるコースは一切できない。

ミルフォ―ドトラックの日帰りグレイドハウスも登山道不通で

没。とにかくテ・アナウから北、ミルフォード・サウンドまでは

全て行くことはできない。だからどれほど多くの観光ツアーやト

レッキング・ツアーがダメージを被ったか計り知れない。 

皆代行プランがお手上げ状態、歩くことも訪れることもできず、

クイーンズタウンやテ・アナウにまる 4 日間滞在、突然の不運に

ただ辛抱のみ、殆どの人が残念なニュージーランド体験に終わっ

たことだろう。一方、コロミコ・トレックに関わったツアーや個

人客はそのダメージを跳ね返し、予定以上の貴重な大自然体験が

できてそれなりに満足できたのではないだろうか。フィヨルドラ

ンドを知り尽くした平野ガイドは、北がダメでもマナポウリや南 

の方面にいくらでも大自然ウォークのスポットがあることを知っ

ている。。モニュメント、ハウロコ、ボーランドサドル、そして

ケプラートラックのシャロウベイなど、天気によってベストコー

スをまる 4 日間 案内、すべて大成功で万事メデタシめでたし。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◁レイク・ハウロコ/フィヨル

ドランド国立公園最南部の氷

河湖。湖とブナ原生林を俯瞰

する Lookout Bluff の大岩か

ら。フィヨルドランドには

テ・アナウから南方に大自然

ウォークの穴場が数多くある  

[MY FAMILY &STAFF:MANAMI / 

ERIKO/ SHUN / HIROSHI/ SHIGE] 

 

ともかく、予定していた幾つかのツアーを無事催行でき、キャ

ンセル料の返金もなく何とかシーズンの収支も繋ぐことができた

のは天の助けというものか。それに今シーズンの平野ガイドツア

ーはほんの少ししかなく、大赤字になるところを、この非常事態

の臨時ツアーのお陰で、テ・アナウ滞在の価値を見いだせたこと 

も正に天の助け、災い転じて福となす、転んでもただは起きぬ平

野ガイドの真骨頂を発揮できた素晴らしいシーズンとなった。 

そんな訳で、このシーズンにミルフォード・サウンド方面に行

けたのは、ミルフォード・ロードがクローズする前、１月上旬の

1 回のみ。以後、2 月末までテ・アナウから北に行くことは一切

なかった。そして 3 月のツアーもキャンセルとなったので、私は

予定より早い 2 月末に帰国することにした。そこでテ・アナウを 

発つ前に、一度カスケード・クリークの様子を見に行ってみよ

うと思い、久しぶりにミルフォード・ロードを車で北上した。や

はりカスケード・クリークの橋の向こうは依然通行止めであった

が、手前左のレイクガン・ネイチャーウォークまでは被害なし。

私はそこの駐車場に車を止め、カスケード・クリークの沢の様子

は如何にと、氾濫した沢を途中まで歩いてみることにした。 

これまでこのカスケード・クリークは度々氾濫したが、どんな

に荒れ果てても一旦収まれば沢は落ち着き、どこかは歩けるもの

だ。今回のカスケード・クリークの荒れ様は、さすがにかつてな

いほどすさまじいもので、当時は楽に旧道をたどれたダム跡まで

の部分も、殆ど昔の道は跡かたなく埋っていた。しかしこれもこ

の荒れ沢が大昔から繰り返してきたいつものこと。私はかつて氾

濫の度に歩いたように、より歩きやすいルートを判断しながら沢

を何度も渡り返して上流へと歩いて行った。 

ダム跡に着くと、昔からあったポッサム道への入口は無事だっ 

た。今回はそれほど時間を取れないので、せめて支流の分岐あた 

りまでとして、周辺の荒れ具合を見てみようと思い、さらに本流

沿いに歩いて行った。やがて沢は次第に傾斜を増し、ようやく明 

岐を過ぎて本流を詰めていったに違いない。るい広河原に出たの

で、しばし休憩。「それにしても支流分岐までもっと近かったは

ずだし、15 年のブランクはカスケード・クリーク歩きの勘が大分

薄れてしまったようだ。何のことはない。沢の様子が大分変って

いたので、いつの間にか分分岐を過ぎて本流を詰めていったに違

いない。ようやく状況が理解できた私は、右側の森に入り下って



行くと、やはりそこにはかつて尾根への最短ルートの支流分岐が

あった。この合流点も大分埋ってしまったので、気が付かずに本

流を直進してしまったようだ。私は納得して、かつてこの場所に

出る一番歩きやすい森の鹿道に再び沢を右に左に渡り返し、ポッ

サム道に入り、難なく出発点にもどったのだった。 

 それにしても、間違って到達したあの本流の広河原は明るく、

かつて支流を歩いたルートにはない美しい場所だった。そこから

上のブッシュは意外と薄そうで、もしかしたらそこから尾根を目

指した方が、支流を遡行するよりも楽で楽しいかもしれない。し

かし今後再び新ルートを開拓する意味もまた時間もない。コロミ

コ・トレック最高級のカスケード・クリーク大自然ウォークは 15

年前までの数々の思い出としてしまっておくのがいいだろう。 

私はシーズン最後の山歩きに大いに満足して、その 3 日後にテ・

アナウを後に日本へ帰って行った。 

 

●九死に一生を得たカムリ 3 回転から奇跡の生還 

カスケード・クリークといえば思い出す、あの悪夢のドライブ。

これもまた U パス大滝の奇跡に匹敵する神体験のひとつだ。これ

はカスケード・クリークのロッジがまだ健在の 1988 年頃だった

ろうか……。 

その日、クイーンズタウン最古参のガイドで NZ 開拓時代からの

親友 Machiko が、大手旅行社のキーサミット・ツアーに同行する

というので、久しぶりに現場で会おうと一人で出かけた時のこと。 

当時コロミコ・トレックの営業車は中古のバン 2 台と相当古いスバ

ルレオーネの SW の計 3 台だった。特注のフロントバンパーを付

けたこのレオーネは使い勝手が良く、長年愛用していたが、そろそ

ろ限界という感じだった。そこでコロミコ最年長のスタッフに超各

安で譲り、格段に性能のいいカムリを日本からの中古輸入社から新

たに購入、さらに実用性は高まっていた。 

私はその日、通いなれたミルフォード・ロードを上機嫌でぶっ飛

ばし、キー・サミットの登山口 The Divide を目指していた。80 ㌔

のロングドライブとはいうものの、何しろニュージーランドの一般

道の制限速度は 100 ㌔なので、登りのワインディイング・ロード

や細道はあるものの、1 時間ほどで着いてしまうのだ。ニュージー

ランド南島には今なお高速道路は殆どないが、一般道で 100 ㌔、

しかも渋滞なしなので快適なドライブが楽しめる。 

この国では車が前に 2 台以上連なっていると渋滞という。早い車

は先に行かせ、100 ㌔以下で走る遅い車は素早く追い越し、常に

一人で走るというのがニュージーランド・ドライブの鉄則（私の

か？）なのだな。ただし、ニュージーランドの道路は日本のそれよ

りも幅が狭く、舗装部分も狭い。 

少しはみ出すと砂利になるところも多いので、特にコーナーでは注

意が必要だ。だから直線で 100 ㌔以上で飛ばしてもカーブでは必

ず充分原則することが大切だ。そのため主なカーブには必ず注意速

度標識がある。制限速度表示は一般道 100 ㌔、街中では 30～80

㌔など０が基準で、注意速度表示は６５，７５など５の数字が基本 

となっている。だから２５カーブといったら超ヘアピンカーブとい

う訳だ。だからその数字を見てカーブの度合いが分かるので、直線 

 

 

◁ミルフォ―ドロード 

は氷河峰に囲まれた U

字谷を走るニュージーラ

ンド一の絶景ドライブル

ート。ゲートルード谷入

口の清流沿いに作マウン

トクック・リリー 

 

で飛ばしてもその標識に注意してその都度充分な減速をする。それ

がニュージーランド・ドライブの大原則なのだ。 

しかしその頃の私は、そんなことはおかまいなしに感覚で運転し

ていた。フィヨルドランド国立公園に入り、ミラーレイクを過ぎて

間もなく、そろそろカスケード・クリークが近づき右に登りになる

あたりでそれは起こった。一体何でそうなったか全く記憶にないが、

右にハンドルを切り登りにかかったとたん、エンジンの回転数が急

に上がり、一瞬のうちに左側の路側帯に乗り上げ、あとはなすがま

まの状態となった。車は 1 回 2 回、そして 3 回ほど回転して天地

逆の状態で止まった。頭は下向きだったが、シートベルトのお陰で

何とか体は無事のようだ。ドアをこじ開け外に出てみて初めて事の

重大さ、危機一髪のところで助かったことが分かった。 

車が落ちた左側の斜面は急な崖になっていて、3 回転した車は上

部のブッシュに 3 分の 2 ほど引っ掛かり、微妙なバランスでかろ

うじて転落をまぬがれたきわどい状態だった。重いエンジン部分が

上側だったから良かったものの、もし前後が逆だったらその重さで

間違いなく谷底まで転げ落ちていったに違いない。 

逆さになったトランクルームを開けると、中の荷物がドサッと落

ちてきた。ザックは無事だったが山靴はかなり潰れ、如何に衝撃が

強かったことが分かる。「早く事務所やガレージに連絡をしなけれ

ばいけないし、キー・サミットにも行かねば。」と呆然と立ち尽く

していると、1 台の車が止まり「大丈夫か」と車まで下りてきてく

れた。まさに絶好のタイミングで天の助けが来たもので、私はその

親切な人の車に乗り込み、カスケード・クリークのロッジまで乗せ

てもらうことができたのだ。この先の経緯は定かでないが、ともか

くロッジで電話を借りてテ・アナウの事務所とガレージに電話して 

車を回収する手配を頼むことができた。その後、車のことは任せっ

ぱなしで、ロッジオーナーの車に乗せてもらい、ディバイドへ。そ

して何もなかったかのようにキー・サミットで友人と会えたという

何ともノー天気な性格の私であったことよ。それにしても車は使い

物にならなかったとはいえ、何よりも体が無事だったことは本当に

有難いことだ。天の神にただただ感謝…。 

 翌日、テ・アナウのガレージの修理工の Mark を訪ねると、長年

の付き合いの彼が、保険などの後処理をすべて迅速に行ってくれた。

車は全損、そしてかかっていた保険にはサバ読んで＄7,000 とし

ていたので、ほぼ全額出るという。細かいチェックもなしにそんな

ことがいとも簡単にできたのが、あの頃古き良き時代のニュージー

ランドだった。買ったのは$4,000 だったので、カムリをさんざん

乗り回して＄3,000 もらったようなものだ。後日、私はこの資金を

元に、その後長きにわたり我が山旅ドライブの愛車 4 駆のエスクー

ドを手に入れたのだった。 

 ニュージーランドではプレートナンバーは 6 文字好きな数字文

字を選べるので、  YOICHI としたので何かと分かりやすく便利だ

った。ただしこれは一目で分かり覚えやすいので、交通違反などの

時は逆に不利となることもある。ニュージーランドでは通報という 

システムがあり、日本のそれよりも遥かに実効性が高いのだ。この

馬鹿話はいずれまたとするが、このプレートのお陰で、テ・アナウ

の事務所に町のポリスが何度訪ねてきたことか。 

 ともあれ、この愛車はニュージーランド中を走りまくり充分使命

を全うした後、遂に廃車と

なったが、そのプレートは

今なお我が家の作業場の

壁に貼ってある。 

 

 

 

 



●エピローグ：2019 年 3 月の日本はコロナ禍の始まりだった 

 私が 2 月下旬にニュージーランドを発つ頃、この国ではコロナ

に対する注意などほとんどなく、日本に帰って初めて深刻な問題

になりつつあることを知ったのだ。しかしその後 3 月になると、

ニュージーランドでも規制が厳しくなり、出入国の際もかなリ厳

しい規定が設けられたようだ。私は帰国を早めたお陰で、何の規

制にも会わず良かったというものだ。もし予定通り 3 月半ばまで

ニュージーランドにいたらどうなっていたか、本当によかった。 

 この幸運を思い出す度に、かつて 3.11 のニュージーランド大

震災の時を思い出す。今から丁度 10 年前、2011 年のツアーシ

ーズン中、私はいくつかのハイキングツアーガイドのためテ・ア

ナウをベースに南島各地を周遊していた。当初の予定は 1 月から

3 月下旬までを予定していたが、以前から決まっていたグループ

が急にキャンセルとなってしまったので、急遽 3 月 11 日に帰国

することになった。クライストチャーチを早朝出発して、オーク

ランド乗り継ぎで成田に夕方着。空港に到着してから何だか空港

内がざわついているので聞いてみると、その日にニュージーラン

ドで大地震があったとのこと。その後のニュースで地震はクライ

ストチャーチが震源で、時間は 12:51（日本時間午前 8:51）。

何と私の乗った飛行機がオークランドを飛び立ち、太平洋上を飛

んでいる時に地震があったのだ。その後、クライストチャーチ空

港は閉鎖され、しばらくの間すべての航空便は運休、市内中心部

は崩壊状態で、ホテルやレストランも復旧不可能な状態になって

しまった。その時にニュージーランドに滞在中のツアーはさぞや

大混乱に陥ったに違いない。 

もしこの時、初めの予定通り、私のガイドする南島周遊のツア

ーが実施されていたら、クライストチャーチのホテルも泊まれず

またニュージーランドから出ることもできなかったことだろう。 

雅に間一髪のところで救われたというもので、これもまた神の有

難いお導きを実感する有難い体験の一つとなったのである。この

時、キャンセルとなったグループもまた幸運だった。翌年にリー

ダーの怪我も治り、再度挑戦、平野ガイドのニュージーランド大

自然ウォークを存分に楽しむことができたのだから。 

…TO BE CONONTINUED…乞うご期待 … 

◆エピソード of テ・アナウ 続編のご案内◆ 

…以後 No4～20 までさらに続きます… 

その他の予定： 

●エピソード of マルイア Maruia 

●エピソード of カウリ Kauri 

今後ますます面白くなる平野ガイド・ニュージーラン

ド・エピソードシリーズ、大いにご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲コロミコ・トレック OUTDOOR OFFICE 

2019 年 1 月にオープンしたコロミコ・トレック夏季事務所。テ・アナ

ウ Lakeview Kiwi Holiday Park 内の West Arm ブロック、キッチン前の

フロアースペースの半分をもらってオリジナル・オフィスを作ったもの。 

ツアー参加者はホリディパーク内のモーテルロッジに宿泊なので、集合種

発その他便利。設備の整った共同キッチンも自由に使える。 

 

◁ 

旧キャンプ事

務所を改装し

たかつてのコ

ロミコ・トレッ

ク事務 since 

1984-2005 

 

 

 

△2000 年頃の居候スタッフ Etsuko が書いた水彩デッサン。 

左後ろは南の湿原からモニュメント。手前お喋りアヒルは長 

く居候していた仲良し 3 人娘。Noriko & Nobuko +1 

「違いの分かる男 平野洋一 森に戯れ 上質を知る」 

 

 

 

 ■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571 

 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp 

●平野携帯：080-5665-9186 
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