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Field on the Earth  フィールド・オン・ジ・アース

ニュージーランド南島
大自然の中で体験した“本物の”
アドベンチャー・ホーストレッキング

ニュージーランド南島

電話もインターネットも通じない“贅沢”な馬旅を
楽しもうと出かけたニュージーランドの南島だったが
天候の急変により、まさかの事態が発生。
冷たい雨に打たれ、泥にまみれ、
無事に帰国できるのかも定かでない
本物の“アドベンチャー”となった。

「デジタル・デトックス」
どころではない超・非日常の旅に

2018年１月下旬から2 月上旬、フリー
ダム・ライディング・クラブ（FRC）では、
ニュージーランド南島へ馬旅に出かけた。
南半球のニュージーランドは、ちょうど夏の
盛りである。

アドベンチャー・ホーストレッキングと題
したこの旅行は、天気急変によってまさ
に本物の “アドベンチャー ” となった。旅

の目的が日常生活からの脱却とするなら、
今回の旅ほどの非日常はそう経験できるも
のではない。出発前は、「デジタル・デトッ
クス（※）になるよね～」程度を期待す
るメンバーもいたようだが、そんな思いをは
るかに上回る大冒険となった。

New Zealand

※ デジタル・デトックス／デジタルを「デトックス（解毒）する」
の意味。インターネットがないと禁断症状を覚えるような人
が世界的に増え、ITへの過度の依存が問題となってい
る。その対策のひとつとして、スマートフォンやコンピュータ
ーなどすべてのデジタル機器に1日～数日まったく触れな
いことで、人と人との現実のコミュニケーションや自然の
姿を認識しようという動き。米国で始まり、今や体験キャン
プは成長ビジネスになってきている。

❶馬旅出発地点。ハンターバレー
　牧場の馬繋ぎ場。

❷ 馬旅1日目は、マスタラーズ・ハットと呼ばれる牧童小屋
に宿泊。翌朝、ハンターリバーを西から東へ馬で渡河、デ
ィングルバーン牧場の中を南に向かう。

❸ 馬旅２日目と３日目の宿舎は、ディングルバーン牧場のシ
アラーズ・クオーター。

❹ 今回の馬旅ゴール予定地だった牛牧場。大雨で道が
途絶、馬でたどり着くことはできなかった。

広大なハウエア湖。水辺に降りて。
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氷河によって削られた湖・ハウエア湖を見下ろす絶景の中を行く。

◦1月27日（土）
私を含め９人のメンバーは夜、羽田空

港を出発。ニュージーランド航空直行便
で出発した。

◦1月28日（日）
北島・オークランドを経由し、夕方、南

島南部のクイーンズタウン空港に降り立っ
た。クイーンズタウンを中心とする地域は、
氷河が削った素晴らしい景観で知られ
るフィヨルドランドへの入り口として知られ、
冬は多くのスキーヤーでにぎわう。バンジ
ージャンプ発祥の地でもあり、ジェットボート
やラフティングといったアドベンチャーの人

気スポットとしても有名だ。私たちの目的は、
馬でのアドベンチャー・ホーストレッキング。
クイーンズタウンから車で北へ１時間半、
ハウエア湖（Lake Hawea）を見下ろす
広大な牧場地帯を馬で旅する計画だ。

ハウエア湖は南北約40㎞、東西２～
５㎞の細長い湖。氷河が削った深い湖
で、深さは300ｍを超えるという。北端には、
サザンアルプスから流れるハンターリバー
がそそぎ込んでいる。

到着当日と翌日、私たちは湖畔の快適
な宿・ハウエアホテルに宿泊した。

南緯45°に位置するクイーンズタウンは、
北緯45°に位置する北海道の北端・稚内

と同様、夏でも涼しい場所だ。しかし到
着当日は歴史的な熱波が到来、日中の気
温は40度を記録するという、異常気象に
見舞われた。

ガイドとニュージーランドの馬たち

今 回の旅のホストは、「Adventure 
Horse Trekking NZ」を主宰するジョン・
ウオール氏（60歳）。私たちは彼が生産・
育成した馬たちに乗る。

牧場育ちのジョンは、“ハウンズマン”と
呼ばれるハント（狩り）に使う犬の管理を
する仕事などを経て、11年前に牧場オー
ナーとなった人物だ。英国人のパートナー、
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ハウエアホテルの部屋からの眺望。

父親がシャイアー、母親はサラブレッドとペルシュロンのミック
ス。今回一番巨大な馬だったが、性格は温和で乗りやすかっ
た。

父親がシャイアー、母親はスタンダードブレッド。群れの中で
は比較的小ぶりで乗りやすい。

こちらは父親がクライスデールとスタンダードブレッドのミック
ス。母親がクライスデールとポニーのミックス。前進気勢旺
盛だった。

ハウエア湖岸の馬繋ぎ場。

アンジーとともに、「昔からの夢だった」ホ
ーストレッキング・ビジネスを立ち上げた。

ジョンは、ニュージーランド伝統のステー
ション・ホースの再現にこだわっている。ス
テーション・ホースの「ステーション」とは、
ニュージーランドやオーストラリアでは「牛
や羊の牧場」の意味。ステーション・ホー
スとはすなわち、ステーション（牧場）で
使われてきた馬のことだ。かつて彼らは馬
車を引き、畑を耕し、もちろん人も乗せて
きた。

ステーション・ホースは、クライスデール
やシャイアといった重種馬を、スタンダード
ブレッドにかけ合わせたタイプが多い。

クライスデールというと、かの有名なア
メリカのビール・バドワイザーのコマーシ
ャルなどに出てくる、体重 1トン超の巨
大な馬車馬を思い浮かべる人も多いだ
ろう。小柄な日本人には、とうてい乗り
こなせる馬ではない。そんなクライスデ
ールの血が入っているのだからステーシ
ョン・ホースは皆、さぞ大きいのでは…
…という心配は無用だ。ニュージーラン
ドにはスコットランドからの移民が多く、
彼らが連れてきたクライスデールは、ス
コットランド原産の小ぶりなタイプ。ジョン
の馬は皆大人しく、非常に乗りやすい。
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広大なハンターバレー牧場。世田谷、杉並、渋谷の3
区を合わせた広さ。

夕食は牧童小屋のバルコニーで、ローストラムを楽しん
だ。

マスタラーズ・ハットと呼ばれる牧童小屋に泊まった。

ハンターリバーを西から東へ馬で横断。先頭を行くのは
ガイドのジョン。

お風呂代わりに川で水浴び。

ディングルバーン牧場の宿。ここは羊の毛刈り職人のた
めの宿舎だ。

◦１月29日（月）
朝食を済ませたら、車で約40分、ハ

ウエア湖左岸にあるハンターバレー牧場
（Hunter Valley Station）のほぼ中央
にある馬繋ぎ場に向かう。翌日からの旅を
ともにする馬たちと、初対面だ。

ライダーと馬のマッチングをしたあとは、
牧場周辺にある森林地帯で軽く足ならし
をした。足ならしといっても、ピクニックラン
チを持って絶景を楽しみながら約２時間
の外乗だった。この日は気温36度。乾燥
しているため、あまり暑さは感じない。

◦1月30日（火）　馬旅１日目
いよいよ２泊３日の冒険ツアーに出発

だ。これからの３日間は電話もインターネッ
トも通じない。

ハンターバレー牧場内を北上して湖沿
いに約26キロ進み、ハウエア湖の北端、
ハンターリバーが流れ込んでいる地点を目
指す。ハンターバレー牧場の広さはなんと、
1 万6000ヘクタール。ちょうど東京都世田
谷区・杉並区・渋谷区の３区を合わせ
た広さで、南北約30㎞にわたって伸びて
いる。

ハウエア湖を見下ろす絶景の中を、馬
とともに進んで行く。時折り牛の群れが道
を阻む。いくつもの川を渡り、ランチはブッ
シュの中で、サドルバッグに入れていたサ
ンドイッチを頬ばる。

この日も気温は35度を超えていた。川

渡りのたびに馬たちは水を飲んだ。
夜はマスタラーズ・ハット（Mustererʼ

s Hut）と呼ばれる牧童小屋に泊まった。
ニュージーランドやオーストラリアでは、羊
や牛などを集めることを「マスター」、その
仕事にたずさわる牧童を「マスタラー」と
呼ぶ。彼らは羊や牛を追って旅をするた
め、旅の途中に泊まるための小屋が「マ
スタラーズ・ハット」というわけだ。

ハットの中には、簡素なバンクベッド（ 2
段ベッド）の寝室が２つとダイニングがあ
るだけ。電気はない。水は雨水を貯めて
使う。トイレは屋外の小屋で、地面に深
い穴を掘ったものだ。シャワーはアンジー
の四駆が引くトレーラーに、キャンプ用ポー
タブルタイプのものを積んでいった。しかし
ほとんどのメンバーは、川での水浴びを選
んだ。浅瀬の水は温かく、とても気持ちが
よい。川の水で洗濯をする人もいた。

キッチンは、トレーラーに搭載。夕食は、
伝統的なキャンプオーブンで料理したロー
ストラムをバルコニーで楽しんだ。

◦１月31日（水）　馬旅２日目
朝は曇り、気温は20度台までに下がっ

てきた。夜から雨の予報。
ハンターリバーの浅瀬を西から東に馬

で横断し、湖に沿って南下する。広大
なディングルバーン牧場（Dingleburn 
Station）の中を約25kmの行程。今日も
絶景が広がる。湖水は刻 と々その色を変

えていった。
ディングルバーン牧場は 3 万3000ヘクタ

ール。対岸のハンターバレー牧場のさらに
2 倍の広さがある。

夜はシアラーズ・クオーターに泊まった。
羊の毛刈り職人のことを「シアラー」とい
うのだが、ここは彼らが年に数回、毛刈り
シーズンに寝泊まりする宿舎で、発電機に
よる電気、水洗トイレ、シャワーが完備さ
れている。

この地点から南へ行くには、以前は湖
に沿って町に出る道があったそうだ。とこ
ろが、水力発電のためのダム建設により
湖水が10m上昇し、道は水の中へ。困
った牧場は、自前で崖を削ってどうにか道
を作ったという。それが、ブラッフ（Bluff ）
と呼ばれる断崖絶壁の道だ。車１台が
やっと通れる広さで、ガードレールはなし。
翌日は、このブラッフを通る予定だ。

夜、冷たい雨が降り始める。気温は急
速に下がり始めた。明日も１日雨の予報。

◦２月1日（木）　馬旅３日目
前夜からの雨は降りやまず、次第に激

しくなっている。10時に馬装をして出発。
アンジーは車でひと足先に出発したが、お
よそ30分後、ずぶ濡れになって徒歩で引
き返してきた。聞けば、ブラッフの崖が何
カ所も崩落しており、大きな石が道をふさ
いでいたため車を乗り捨てて戻ってきたと
いう。山から流れ落ちる水が濁流となって
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道が濁流で寸断され始めたため、急いで牧場に引き
返す。

濁流を馬で渡るジョンとアンジー。

朝起きてみると、山は真っ白な雪を被っていた。

ブラッフと呼ばれる断崖絶壁の道。

崖下へと注いでいる。徒歩ではとても歩
けなくなってきた。予備馬として曳いてきた
馬にアンジーを乗せ、大急ぎで牧場の宿
舎へと引き返した。

冷たい雨に濡れ、震えが止まらないメ
ンバーもいる。翌日の帰国に備えて、この
日の夜は湖畔のハウエアホテルで快適に
過ごす予定だったが、牧場のシアラーズ・
クオーターでもう１泊となった。

幸いトレーラーには予備の食糧が積ん
であり、暖炉に火をおこして濡れた衣類と
体を乾かした。

◦2月2日（金）帰国日
朝起きると、雨はすっかり上がっていた。

しかし、山は真っ白な雪を被っている。２
日前まで35度を超えていたというのに。

この日の夜の便で帰国しなければなら
ない。果たして、無事に帰れるのだろう
か……。ジョンは、道がダメなら湖を渡る
船を手配するといって、あちこちに衛星電
話をかけている。

幸い、早朝から牧場のブルドーザーに

よる落石の撤去作業が始まり、崖沿いの
道は何とか通れるようになった。私たちは
車で行けるところまで行き、途中の泥沼で
はヒザまで埋まりながら泥まみれになって
歩き、町から救援に来てくれた車に乗車。
昼前、なんとかハウエアホテルに戻った。

ホテルで遅めの昼食をすませると、馬
旅中、このホテルに預けてあったスーツケ
ースの中に泥だらけの服や靴を詰め、クイ
ーンズタウンに向かう車に乗り込んだ。

見送りにきたジョンが、笑いながら言っ
た。
「It was a real adventure. Do you 
still like New Zealand ?（本当の冒険
旅行になったね。それでもニュージーラン
ド好きかい？）

INFORMATION
FRCでは来年2月にもこの「ニュージーランド・アドベ
ンチャー・ホーストレッキング」を実施予定です。荒
天ではなく、好天に恵まれることを祈りましょう！

フリーダム・ライディング・クラブ
［UR L］https://www.freedomridingclub.com/
［MAIL］frc.freedomridingclub@gmail.com


