水と緑の道

ROUTEBURN TRACK を歩く
深澤

◎全行程

裕

2016年11月18日（金）～12月4日（日）17日間（内、ROUTEBURN TRACは11月24日～27日、32km）

◎メンバー

深澤

裕

友人Tさんの二人

（全行程表及び予算は資料参照）

世界中のトレッカーの憧れのコース。ニュージーランド（NZ）のミルフォードトラックとルートバー
ントラックを歩いてみたい、という想いは以前からありました。7 月に、11 月以降のルートバーントラ
ックとミルフォードトラックの山小屋をチェックしたところ、ほぼ満員でしたが、辛うじてルートバー
ントラックの 2 つの山小屋のみ予約できました。11 月 24 日が FALLS HUT。11 月 25 日・26 日が HOWDEN
HUT です。このトラックには 4 つの山小屋がありますが、やっと 2 つの山小屋を確保したので、憧れの
ルートバーントラックを歩くことに決め、そこから計画を立て始めました。ここでは、ルートバーント
ラックについて報告します。
◆11 月 23 日（水）
クイーンズタウン（QT）の DOC（Department Of Conservation）ビジターセンターに行き、HUTPASS
を受け取ります。このパスがないと山小屋には泊まれません。DOC で Pack Liner を持っているかと聞
かれました。何だかわからないので聞くと、ザックの中に入れる大きな黄色のビニール防水パックのこ
とでした。
これはすぐれもので、
年間 7,000ｍｍという NZ の降水から完璧に荷物を防水してくれました。
早速購入しました。＄８は安いです。NZ のトレッカーは皆さん使っていました。
NZ の山小屋は INDEPENDENT WALK（個人ウォーク）と GUIDE WALK（ガイド付きウォーク）の二つに分
けられています。個人ウォークは小屋代金のみの支払いです。一人 54＄の３泊分で 162＄です。今回は
ゆったりと 3 泊 4 日分の食料・酒とスリーピングバックを担いで歩きます。小屋には 11 月から 6 月ま
で HUT RANGER（管理人）が常駐しています。調理用ガスコンロ、ベッドのマットレスが備わっています。
水洗トイレも完備しています。薪ストーブがあるので暖房も OK です。
一方、ガイド付きウォークは 20 人くらいの参加者をガイドが 2 泊 3 日で案内してくれます。山小屋
も個人ウォークと違い、豪華ホテル並み。食事も完璧。値段は一人約＄1400（112,000 円）とかなり高
額です。ちなみに私たちは QT からの往復バス代金＄250 と宿泊費 3 泊分＄324 と食料・酒＄100。合計
二人で＄674（54,000 円）かかりました。一人約 27,000 円です。
◆11 月 24 日（木）
1 日目（曇りのち雨）Falls Hut（1000ｍ）泊
QT のホテルを 10 時にチェックアウトし、12 時
のバスで出発地点、ルートバーンシェルター
（458ｍ）に向かいます。14 時にルートバーンシ
ェルター着。道はしっかりしています。ブナの原
生林が広がり、せせらぎが心地よく流れ、シダ類
（シダと苔が美しい森⇒）

・コケ類が美しく茂っています。吊り橋もしっか
りしています。このトラックは一方通行でないと
ころが面白いです。逆方向から歩いてきた人達と
挨拶を交わすことができます。日帰りのハイカーも多く、軽装の方もいました。

17 時。Falls Hut（1000ｍ）着。山小屋に着くと空きベッドを探します。予約してあるのでベッドは
確保できるのですが、早い者勝ちです。自分の名前とパスの番号を一覧表に書き込みます。これでベッ
ドを確保です。この日は小屋への到着時刻が遅かったので、あと 4 つしかベッドの空きがありませんで
した。この山小屋の裏には大きな滝があり、轟々と水音を立てています。私たちの山小屋の隣に、ガイ
ド付きウォーク用の小屋がありましたが、中にはリビングもあり、小屋というより豪華ホテルです。高
い値段をとるだけのサービスです。
山小屋のキッチンは広く、ガス台が 15 くらいあります。6 人掛けテーブルが 8 台ほど。20 人くらい
座れるカウンターもあり、広さは申し分ありません。夕食はパン・ハム・チーズ・ディップ・スープ・
トマト・アボカドなどです。それに NZ ワインで豪華な夕食です。T さんは昔、板前さんだったので実に
美味しい一皿を作ってくれます。有り難いです。この小屋は 48 ベッドでけっこう大きいです。夜、ミ
ーティングがありました。各自の出身国を紹介しました。この日はアジア系は私だけで、ヨーロッパ・
USA・UK・オーストラリア・地元 NZ の若い人方ばかりでした。金持ちの年配者は、ガイド付きウォーク
に流れるのでしょうか。滝の音を聞きながら眠ってしまいました。
◆11 月 25 日（金）２日目（雨）Howden Hut（600ｍ）泊
6 時起床。ストレッチ・トイレ・パッキング等を行います。7 時 BF。この日は朝から小雨。8 時間歩
く予定です。Pack Liner とザックカバーで完全防水します。小屋を出ると森林限界を超えているので
草地が続きます。山岳が美しい。雪を頂いた山々が見えます。早春というよりまだ冬に近い風景です。
Lake Harris の北側に雪に覆われた Mt.Xenicus（1912ｍ）が聳えています。湖に雪の山々が美しく映
えています。9 時頃に Harris

Saddle という避難小屋（1250ｍ）に着きました。ここには避難小屋が 2

つ並んでいました。はじめは何で 2 つ並んで建てられているのか意味がわかりませんでした。実は、一
つは個人ウォーク用。もう一つはガイド付きウォーク用だったのです。ガイドウォーク用の小屋には鍵
がかかっています。ガイドしか開けられないので私たちはこの避難小屋を使うことはできません。中に
は水道やテーブル・椅子があり、コップも 20 個くらいあり、お茶や珈琲など温かいものが飲めるので
す。やはり金を払っている人には徹底してサービスするというのは流石です。でも外のトイレは一緒で
した。私たちは個人ウォーク用の小屋でテルモスから暖かい珈琲を飲み、冷えた体を温めました。

（ハリス・サドルの二つの避難小屋）

（ハリス湖）

尾根に出ると、広い Hollyford Valley が右側に深く広がります。上空は雲に覆われていますが、素
晴らしい展望です。雨が止むと、谷の中に虹が出ました。この尾根を歩きながら何度も美しい虹を見る
ことができました。感動の尾根でした。この道はかつてマオリ族がヒスイを運んだ道だと言われていま

す。ヒスイはマオリ族の通貨としても使われたようで、貴重な石です。この緑の石がこのトラックに混
ざっているのでしょうか。岩壁や道が緑なのです。雨に濡れた緑色が不思議な輝きを放っています。
2 時間ほど歩くと Lake Mackenzie が眺められ
ます。はるか下に、透き通る青が見事な湖です。
その隣に Mackenzie Hut が見えます。ここは満
席で予約が取れなかった小屋です。素晴らしいロ
ケーションです。本来ならここに泊まりたかった
のですが今日は 4 時間歩いて、その先の Howden
Hut まで行くのです。
この辺りから雨も本格的になりました。この山
小屋でランチにします。日本から「棒ラーメン」
を持ってきたので「乾燥ワカメ」をたっぷり入れ
て頂きます。豚骨味がたまりません。ガスを自由
に使えるのは有り難いです。

（マッケンジー湖とマッケンジー小屋を望む）

元気回復し、更に雨の中を歩きます。しばらく
行くと Earland Falls という巨大な滝が左側に現れます。この滝
を避ける迂回路があるのですがどうせ雨なので、滝の近くの道を
歩きます。雨の中を滝の飛沫を浴びで、びしょぬれです。他のト
レッカーも悲鳴を上げていました。
16 時近くに Howden Hut（600ｍ）に到着しました。濡れた雨具
と靴を山小屋の外に置きます。小屋の中は土足禁止でした。この
小屋は 28 ベッドです。小さな山小屋で快適です。昨日より良い
ベッドを確保しました。ここには 2 泊するので濡れた衣類をスト
ーブで乾かし、体も温めゆっくりします。
◆11 月 26 日（土） ３日目（雨のち雪）Howden Hut（600ｍ）泊
朝起きて外を見ると驚きました。周りの山々が新雪で真っ白で
す。私たちは今日もこの小屋に泊ります。8 時 BF。蜂蜜とマーマ
レードと珈琲。昨晩泊まっていたトレッカーたちは次々に雨の中

(アーランド滝を通過する)

を出発していきます。小屋に静かな時間が訪れます。小屋には女性の管理人とリトアニアから来た若い
女性二人と私たちのみです。この女性たちが素晴らしかった。二階のベッドルームの掃除から、一階の
キッチンの掃除をてきぱきと始めたのです。私たちも負けじと掃除を始めます。テーブルを拭いたり、
コンロのまわりを拭いたりストーブの周りをきれいにしたりと頑張りました。おかげで管理人に褒めら
れました。管理人は一週間交代だそうです。次の火曜から一週間がホリデーだそうです。冬場は小屋は
開けておくが GAS と水は無し。水洗トイレも使えないので冬用のトイレを使うそうです。小屋の掃除を
終えるとリトアニアの女性たちも雨の中を出発して行きました。小屋に、また静かな時間が訪れます。
私たちは薪を燃やしストーブをがんがんにし、部屋を温めます。
12 時過ぎに、Mackenzie Hut にいたトレッカーたちが次々と下りてきました。13 時過ぎに女性のガイ
ドが下りてきて鍵で小屋の食糧倉庫を開けました。その中からカップやらジュースやら多くの飲み物を
出し、お湯を大量に沸かし始めます。飲み物の準備ができた頃に、20 人くらいのガイド付きウォーク
の客がどかどかとやってきました。彼らは昼食のサンドイッチを美味しそうに食べ、暖かい飲み物で暖

まっていました。流石ガイドは仕事が早いです。
食事が終わるとてきぱきと片付け、すぐに下山
開始です。ツアー客は年輩の方が多かったです
が黙々と行動していました。Harris Saddle 辺
りでは 30cm の積雪だそうです。Falls Hut と
Mackenzie Hut 間でルートは閉鎖されたそうです。
彼らはトレッキングが中止になって残念そうで
した。この日は薪ストーブを楽しみました。
◆11 月 27 日（日） ４日目（雪のち雨）
6 時頃、カサカサと変な音がするので窓を開け

（雪のためトラック・クローズの表示）

ると雪です。NZ では夏でも雪が降るのです。驚いてまたスリーピングバックに潜り込みます。7 時頃に
は本格的な雪になりました。ウールの帽子を持ってきましたが、まさか使うとは思いませんでした。8
時。パプリカ・キューリ・ハム・チーズ・スープの豪華な BF。T さんは雪の中、ストーブ用の薪を取っ
てきます。彼は寒さにも暑さにも強い人です。
衣類を全部着込んで 10 時から雪の中、近くの KEY
SUMMIT というピークにハイキングに行きました。
晴れていれば素晴らしい景色だそうです。小屋の
中にその写真が飾ってありました。しかし頂上は
一面の雪で展望は全く無しです。樹木に雪が積も
り輝いています。約 1 時間のハイキングを楽しみ
ました。
小屋に戻り最後の食料を食べて下山することに
します。この小屋は 28 人用ですが、雪のため今夜
は 12 人しか宿泊者がいません。かなりのキャンセ

（雪のキーサミット・ハイキング）

ルが出たようです。天気は雨に変わりました。
DIVIDE（532ｍ）に 15 時のバスを予約していたの
で、13 時頃に小屋を出発します。予定より 1 時間
以上遅れてきたバスに乗り QT のホテルに着いたの
が 20 時でした。完踏を祝い、
（トレッキング無事終了⇒）
T さんと部屋で祝杯をあげました。今回は、雨と雪
の 4 日間のトレッキングでした。雨は覚悟していま
したがまさか夏に雪が降るとは思いませんでした。
NZ の自然の厳しさを感じました。NZ の自然をなめ
ていました。一日早く下りてきて正解でした。
NZ のトレッキングコースにゴミは全く落ちていない。自然に対するダメージを少なくするため小屋の
宿泊者の人数制限するなど、自然に対する NZ の国民性も強く感じました。小屋の管理もすばらしく、
トレッキングコースの整備がしっかりとしてあることに感心しました。消費税が 15％と高いので、この
ような公共施設に使う予算が豊富なのかもしれません。
この他、エイベルタスマン・コーストトラックを 2 泊 3 日で歩き、やっと NZ の夏を満喫しました。
マウントクック・ヴィレッジでは幾つかトレッキングをしました。フッカーヴァリーでは迫り来る氷河

や Mt.Cook を眺めながらゆったりとした時間を過ごしました。これらのトレッキングでも、この印象は
変わりませんでした。南島は人口も少なく自然も豊かです。しかし国民の意識が高くないとこれだけの
自然を維持するのは難しいように感じました。

（エイベルタスマン・コーストトラック、干潮の時に海を渡る）

（エイベルタスマン・コーストトラックの森）

（同

入江）

（フッカーヴァリーにて。後方は Mt.Cook

3724m）

地震が多い NZ。11 月 14 日。南島のカイコウラ沖で M7.9 の地震が起きました。11 月 22 日には福島沖
で M7.4 の地震が起きました。規模的には阪神淡路大震災と同じくらいだったそうです。この時は 160
ｃｍの津波が来たそうですが、NZ のニュースでも放映していました。日本と NZ の自然環境は似ている
所が多いです。
豊かな自然とうまく折り合いをつけて生活していく知恵を持っている日本人は NZ の人々に学ぶこと
が多くありそうです。出会った多くの方々に感謝します。
今回の日程表とトレッキング費用を次ページに載せておきます（２人分で計算してあります）
期 日
１１月１８日

行

09:45 羽田空港→12:15 ソウル／金浦空港
便

１９日
２０日
２１日

程

空港を移動

宿

泊

地

KE2712 HND7：30 集合

17:15 ソウル／仁川国際空港 →

→08:25 オークランド国際空港 KE0129 便

Browns Boutique Hotel

12:05 オークランド発→13:55QT 着 NZ641 便

＠クイーンズタウン$425

7：30QT 発→12：30 マウントクックヴィレッジ着

YHA

・レッドターンズトラックトレッキング

＠Mt.CookVillage $114

ミューラーハットトラック トレッキング

YHA

MountCook
MountCook $114

２２日

フッカーヴァレートラック トレッキング

YHA

２３日

13：30 マウントクックヴィレッジ発（バス）→18：00 Browns Boutique Hotel
クイーンズタウン着

２４日

＠ｸｲｰﾝｽﾞﾀｳﾝ

$425

ﾙｰﾄﾊﾞｰﾝﾄﾗｯｸ①12：00 ｸｲｰﾝｽﾞﾀｳﾝ発（バス）→14：00 ﾙｰ Routeburn Falls Hut
ﾄﾊﾞｰﾝｼｪﾙﾀｰ着 458m→フォールズ小屋 1000m 泊 ３H

２５日

MountCook $114

$108

ﾙｰﾄﾊﾞｰﾝﾄﾗｯｸ②7：30 ﾌｫｰﾙｽﾞ小屋発 1000m→9：30 ﾊﾘｽｻﾄﾞﾙ着→12： Lake Howden Hut
00 ﾏｯｹﾝｼﾞｰ小屋着→15：30 ﾊｳﾝﾃﾞﾝ湖小屋 600m 着

$108

８H

２６日

ﾙｰﾄﾊﾞｰﾝﾄﾗｯｸ③ハウデン湖小屋 600m 泊 休養日

Lake Howden Hut

２７日

ﾙｰﾄﾊﾞｰﾝﾄﾗｯｸ④ｷｰｻﾐｯﾄ 919m ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ１H→ﾊｳﾃﾞﾝ小屋→ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ

Browns Boutique Hotel

532m１H4：15 ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ発（ﾊﾞｽ）→20：00 ｸｲﾝｰｽﾞﾀｳﾝ着

＠クイーンズタウン＄435

２８日

11:30 ｸｲﾝｰｽﾞﾀｳﾝ→12:25 ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ NZ636 便 14:10 ｸﾗｲｽﾄ Hat Trick Lodge ＠ ﾓ ﾄ ｳ ｪ ｶ
ﾁｬｰﾁ→15:05 ﾈﾙｿﾝ NZ5848 便ﾊﾞｽでﾈﾙｿﾝからﾓﾄｳｪｶまで

２９日
３０日
１２月 １日

$108

＄64

ｴｲﾍﾞﾙﾀｽﾏﾝｺｰｽﾄ ①ﾓﾄｳｪｶからﾏﾗﾊｳまでバス 9：00 ﾏﾗﾊｳ Peppers Awaroa Lodge
発船→11：00 ﾄﾀﾗﾇｲ着トタラヌイ→アワロア ３H

＠アワロア ＄275

ｴｲﾍﾞﾙﾀｽﾏﾝｺｰｽﾄ ②アワロア→マラハウ→ｶｲﾃﾘﾃﾘ 10H

Split Apple Lodge ＄255

ｴｲﾍﾞﾙﾀｽﾏﾝｺｰｽﾄ ③ｶｲﾃﾘﾃﾘ→ﾏﾗﾊｳ１H

13：30 ﾏﾗﾊｳ発→ Nelson Paradaiso

14：00 ｱﾜﾛｱ着 17：00 ｱﾜﾛｱ発→18：00 ネルソン着

＠ネルソン＄79

11：00 ネルソン発バス→11：30 ネルソン空港着

Adina Apartment Hotel

14:15 ネルソン→15:40 オークランド NZ5258 便

＠ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ 2 泊で$661

３日

自由行動

Adina Apartment Hotel

４日

10：05 オークランド

２日

→18：00 ソウル／仁川国際空

港 KE0130 便 20:40 ソウル／仁川国際空港→22：50 羽
田空港 KE0719 便

―飛行機代金―
※国際線 HND―SEOUL―AUCKLAND 往復 161,840 円 飛行機燃料代＄140＝11,664 円、
※国内線 125,258 円

合計 298,824 円

―バス代金―
19 日（土）QT→マウントクック・ビレッジ往復 ＄658
24 日（木）QT→ルートバーンシェルター

デバイド→QT ＄250

29 日（火）マラハウ発 船→トタラヌイ着 ＄108
１日（木）モトウｪカ→ネルソン

＄28

２日（金）SKYBUS →オークランド空港 ＄36
合計 86,918 円

―食料・酒・夕食・その他―

合計 77,173 円

合計 宿泊費＝23,1304 円、バス代金＝86,918 円、飛行機代＝国際線 173,504 円 国内線 125,258 円
その他＝77,173円（＄１＝83円） 以上２人分合計

694,219円

