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アーチズへようこそ

自分の身を守る
 
高地の砂漠地帯では日差しが強く、日陰はほとんどありません。 
日焼け止めクリームを塗って、帽子を被り、肌を保護して下さい。 
毎年、レンジャー達が数多くの公園内での捜索救助事故に対応して
います。あなた自身の身を守るために、下記事項を留意して下さい：

水と氷、極端な温度と地下の塩の移動
により、アーチズ国立公園の岩の景色が
形作られています。晴れ渡った青空の日
に、1億年もの浸食という激しい力によ
り、この土地が世界で最も高密度の自然
のアーチを形成したことを想像するのは
難しいでしょう。2,000以上のアーチには、
小さいもので0.9メートルの開口から、最
長のもので端から端まで約91メートルも
あるランドスケープ・アーチと呼ばれるも
のまであります。 

現在、新しいアーチが形成される一方で、
古いアーチが崩れています。浸食と風化
はゆっくり進みますが、時間の経過につ
れて、ダイナミックな地形変化を絶えず
形成しています。時により劇的に変化する
こともあります。 

1991年、全長18メートル、幅3.2メートル、
厚さ1.2メートルもの岩板が、ランドスケ

ープ・アーチの下から落下し、より薄いリ
ボン状の岩へと変化しました。 

アメリカン・インディアン達は、何千年に
も渡りこのエリアに住んでいます。彼らは
砂漠の中を食糧となる植物や動物や、工
具や武器となる石を探していました。いく
つかの岩のパネルの上に彼らが通った証
拠が残っています。 

ネイティブ以外の最初の探検家達は豊
富な鉱物を求めてやってきました。農場
経営者達は、牛や羊のための豊富な草も
見つけました。10年に渡り、昔ながらのウ
ォルフ牧場を経営していた一家は、風化
した丸太小屋、地下貯蔵庫と囲いを残し
て去っていきました。 

ピニヨンと曲がりくねったジュニパーの
木が、赤い砂岩の土地に緑のコントラス
トを与えています。条件が見合えば、4月
から7月にかけて野草が咲き誇ります。ほ

とんどの哺乳類は夜行性ですが、ミュー
ルジカ、キットキツネなどを見ることもで
き、ジャックウサギ、ワタオウサギ、カンガ
ルーネズミやその他の齧歯動物や小さ
な爬虫類もよく見られます。青色のマツ
カケスの群れがこずえでさえずっていま
す。注意して見ると、ムジルリツグミのよ
うな渡り鳥やイヌワシのような常駐して
いる鳥も見られます。

アーチズ国立公園の地形は絶えず変化
しており、植物、動物や人はこのような変
化に適応していかなければなりません。
何年か先にもう一度訪れる時を想像して
みて下さい。どんな新しい地形を見るこ
とができるのでしょうか？

ランドスケープ・アーチ

公園の保護

アーチズ国立公園を訪れるために世界中から多くの人がやってき
ます。今日私達が見ることができる地質学的特徴、植物や動物、歴
史的対象物を保護するため、公園が設立されています。下記規則
に従うことで、公園の保護に貢献できます： 

水を飲む。 
最低4リットルの水を1日に飲むようにして下
さい。アーチズビジターセンターとデビルズガ
ーデンで水をご利用いただけます。

トレイルに沿って歩く。 
石塚（小さな石を積み重ねたもの）がルートの
印です。 石塚に沿って歩き、独自のルートを歩
かないで下さい。

注意する。
岩が落下してきます。人も落下します。雨や凍っ
ている場合、砂岩は滑りやすくなっています。冬
季は、降雪のあるトレイルや凍ったトレイルを
歩かないで下さい。
雷が鳴るのを聞いたら、室内へ移動する。 
戸外で安全な場所はありません。 
安全な建物や車両の中に逃げて下さい。 

自然を尊重する。 
植物、岩や遺跡を見つけても拾わないで下さい。 
動物にエサを与えたり、驚かしたりしないで下
さい。

岩を動かさないで下さい。 
岩に印を付けたり、彫ったり、傷をつける行為は
違法で見苦しい行為です。

アーチを踏まないようにして下さい。 
公園内のアーチに登ったり、その上を歩く行為
は禁止されており、危険です。

トレイルに従って歩く。 
もろい土壌クラストを保護するため、トレイルに
従って歩いて下さい。



アーチズ

ハイキングトレイル
トレイル 全長 説明

簡単なトレイル
バランスト・ロック 
   ô

往復0.5キロ 絵のように美しい壊れやすい岩石層のベースにあるループトレイルです。

ザ・ウィンドウズ 往復1.6キロ 砂利道のトレイルの緩やかな坂道を上ると、3つの巨大なアーチが見られます。プリミティブ・トレイル経由
で帰ると、少し長くなり、難易度が増します。

ダブルアーチ 
  ô

往復0.8キロ 比較的平らなトレイルを歩くと、2つの巨大なアーチが繋がったベースにたどり着きます。

デリケート・アーチ 
ビューポイント  ô

往復91メートル 簡単な短いトレイルに加え、比較的難しいハイキングトレイルもあり、険しい渓谷でアーチから切り離され
たビューポイントに向けて0.8キロ坂を上ります。 

サンド・デューン（砂丘）
アーチ

往復0.5キロ 砂岩フィンの中にある1つのひっそりと佇むアーチを深い砂の中を通って目指します。子供に最適です！ 
アーチに登ったり、飛び降りたりしないで下さい。

ブロークン・アーチ 往復2.1キロ サンド・デューンアーチのパーキングエリアから開けた草原を渡る簡単なトレイルです。

スカイライン・アーチ 往復0.6キロ 平坦でよく整備された道を歩く、短いハイキングトレイルです。 
デビルズガーデンの 
ランドスケープ・アーチ

往復2.6キロ 比較的平坦な砂利道を歩くと、全長100メートル以上もある壮大なリボン状の岩が見られます。トンネル
と松の木アーチへの短いサイドトリップも楽しめます。 

コートハウス・ウォッシュ 
ロック・アートパネル 

往復1.6キロ ローワー・コートハウス・ウォッシュのパーキングエリアから、US191の右側にコロラド川の北0.8キロにあ
ります。コートハウス・ウォッシュ・ブリッジを南方向に渡って少し歩くと、少し坂道を上ると、先史時代のロ
ックアートパネルがあります（崖の下で、西向き）。 

中難度トレイル
パーク・アベニュー 片道 

1.6キロ
中難度；低い丘を越えると、スムースな岩の渓谷の谷底にたどり着き、高い壁、バランスト・ロックが見えます。 
標高差：98メートル

高難易度トレイル
デリケート・アーチ 往復4.8キロ 各人最低2リットルの水を持参して下さい。滑らかな岩があり、高所にあるものもあります。標高差146メー

トル。岩の石塚に従って歩いて下さい。 

タワー・アーチ 往復5.5キロ クロンダイク・ブラフという離れた場所への比較的難易度が高いトレイルです。砂のトレイルもあり、標高
差もあります。ソルト・バレー・ロードは未舗装で、雨嵐があるとすぐに歩行不可能になります。ビジターセ
ンターで道の状態を確認して下さい。

デビルズガーデンの 
ダブル・オー・アーチ

往復6.8キロ 短距離の標高差がある場所がたくさんあり、足場も岩が多く、高所もあるので、難易度の高いトレイルで
す。サイドトレイルを行くと、パーティションアーチとナボホアーチに着きます。ダーク・エンジェルはさらに
0.8キロ行った場所にあります。 

デビルズガーデンの 
プリミティブ・トレイル

往復11.6キロ プリミティブ・トレイルはダブル・オー・アーチへ向かう別のルートです。高難度；狭い岩柵があり、デコボコ
道を歩き、滑らかな岩をよじ登らなくてはなりません。岩が濡れていたり、雪がある場合、高所や岩石の多
い場所に不安がある人にはお勧めできません。 

アーチズ国立公園は、様々な場所に歩いて行
ける家族にぴったりな公園です。車内からも数
多くのものを見ることができますが、時間、静け
さやスケールなどの特別なオーラは分かりにく
いかもしれません。アドバイスを求めるために、
ビジターセンターへ立ち寄って下さい。オリエ
ンテーション動画や展示物を観賞し、パンフレッ
ト、地図やその他の販売物をご覧下さい。セルフ
ガイドのオーディオツアーもご利用いただけま
す。詳細情報は、ビジターセンターで尋ねるか、 
www.nps.gov/archをご覧下さい。

短い時間でも来園を最大限に楽しむ秘訣がい
くつかございます。

% ドライブ
1½時間しかない場合、下記ができます：
• ウィンドウズセクションへ車で行き、公園内最
大のアーチを見る。（もう30分追加すれば、ノー
ス・ウィンドウやダブル・アーチのいずれかの下
を探索できます）あるいは
• デリケート・アーチ・ビューポイントまで車で行
き、世界で最も有名なアーチを間近で見る。帰り
にウォルフ牧場に立ち寄り、1800年代後半のこ
の比較的荒れたエリアの農家がどんなものだっ
たか想像してみて下さい。

3時間あれば、上記に記載のドライブを両方楽
しめます（もしくは、いずれか１つのドライブをし
てから各ビューポイントで10分間楽しむのもい
いでしょう）。

4時間半あれば、公園内の全ての舗装道をドライ
ブでき、各ビューポイントで10分過ごし、ウィンド
ウズ・セクション、ウォルフ牧場、デリケート・アー
チ・ビューポイントをさっと周れます。

Ç ハイキング 
時速3.2キロという平均的な時間に基づいた時
間が記載してあります。また時間にはトレイル開
始地点までのドライブ時間も含まれます。（壮大
な自然や景色に感嘆し、眺める時間は人によっ
て大きく異なりますので、この時間には含んでお
りません）  

2-3時間あれば、下記ができます：
• ウィンドウズ・セクション（ノース・ウィンドウ、サ
ウス・ウィンドウ、タレット・アーチとダブル・アー
チ）の巨大なアーチ周辺をハイキングする。バラ
ンスト・ロックまで車で戻り、そのベース周辺の
ループトレイルを散策できます。あるいは
• ウォルフ牧場からデリケート・アーチトレイル
を歩き、傾斜のある滑らかな岩を登り、世界で最
も有名なアーチの下に立つ。（暑い季節は、朝早

来園プラン
い時間、または午後遅い時間に行って下さい）
あるいは
• デビルズガーデンの高い砂岩フィンの間を歩
き、北アメリカ最長のランドスケープ・アーチを見
る。サンド・デューン・アーチまで歩き、それからブ
ロークン・アーチまで草原を横断して下さい。キ
ャンプ場までループ周辺を歩いて戻ります。タペ
ストリー・アーチと砂岩フィンを楽しみます。

半日あれば、下記ハイキングのうち1つが楽し
めます：
ダークエンジェルと呼ばれる頂まで、デビルズガ
ーデントレイル全体を歩く。難しい斜面や高所に
も挑戦したければ、プリミティブ・トレイル経由で
戻って下さい。

ファイアリ・ファーナスを通り、中難度の比較的難
しいレンジャーガイドコースをハイキングする。
事前にチケットを予約するか、購入して下さい。

デコボコ道をクロンダイク・ブラフとして知られ
る離れた場所にある岩までドライブしても構わ
なければ、プリミティブ・トレイルをタワー・アー
チまで歩いて下さい。

丸1日以上あるなら、上記のハイキングを組み合
わせて計画して下さい。
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下記情報に従って、来園を楽しんで下さい：

• 早めに出発する。午前8時前には公園
に入園するようにして下さい。日の出
は夕陽と同じくらい美しいです。 

•  目的地に着くまで、余裕をもって予定
を組む。誰もが楽しめる景色がたくさ
んあります。少なくとも人の時間の尺
度で岩はどこかへ消えたりしません。

• 相乗りを考える。駐車スペースには限
りがあるので、ホテルやキャンプ場、ビ
ジターセンターの駐車場に余分な車
両、大型RV車やトレイラーを置いてく
ることを考えて下さい。 

人気の高いエリアの駐車場は、繁忙期
（3月から10月）中はしばしば満車になり

ます。アーチズの人気にはある理由があ
ります。目を見張るような景色が世界中
の人々を魅了しています。繁忙期でも、下
記情報を使うと、快適に楽しめ、この先
何年もの間他の人もこの永遠に続く地形
を守ることができます。

• 駐車場が満車の場合、周辺のその他
の公園や公有地を利用する。 

駐車に関するその他の注意事項

駐車可能な場所には、個々に印が付け
られた駐車区画、フェンス沿いの駐車レ
ーン、道路沿いの既存の退避所がありま
す。植物の上や、交通を遮断するような
方法では決して駐車しないで下さい。ま
た、駐車スポット待機のために渋滞させ
ないで下さい。駐車エリアが満車の場合、
後で戻って下さい。

% 景色の共有
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駐車は指定スペースのみに限定され
ています。特定の駐車場が満車の場
合、時間をおいて戻って下さい。これ
は絶対厳守事項です。

注意 
もろい生物学的土壌クラストを守る
ため、トレイルまたは滑らかな岩の上
を歩いて下さい。これらの小さな微生
物は砂漠のあらゆる生命体にとって
非常に重要です。

未舗装道路

ATV、UTVやOHVの使用は公
園内では禁止されています。

北

急勾配で軟質砂のため、自動車での
移動はこのエリアを通り、北から南
への走行のみをお勧めします。指定
された道路のみをご使用下さい。

ビジターセンター
公園本部

軟質砂です。大雨
後は通り抜けで
きません。

モンティチェロまでの距離： 
55マイル、90キロ

キャニオンランズ国立公園、ニー
ドルズ地区までの距離 
77マイル、126キロ

と の交差点からデッドホー
スポイント州立公園までの距離： 
19マイル、 31キロ

と の交差点からキャニオン
ランズ国立公園、アイランド・インザス
カイ地区までの距離： 
21マイル、34キロ

と、  と の交差点からのク
レセントジャンクションまでの距離： 
18マイル、29キロ

駐車場

岩面彫刻まで
の距離  

5マイル、8キロ

ATV、UTVやOHVの使用
は公園内では禁止されて
います。

浸食地で軟質砂
です。大雨後は
通り抜けできま
せん。

四駆車専用道路 ハイキングトレイル

距離インジケ
ーター

飲料水

利用案内トレイル

キャンプ場

トイレ

ピクニックエリア

シ
ー

ニック・バ
イウェイ

シーニック・バイウェイ

および と の交差点
からシスコまでの距離： 
45マイル、72キロ

と の交差点からキャッス
ル・バレーまでの距離： 
16マイル、26キロ
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i 営業時間
公園は毎日24時間開園しております。ビジター
センターは12月25日以外は毎日営業しておりま
す。季節により、営業時間は異なります。 

" レンジャープログラム
春から秋まで公園内の様々な場所で、レンジャー
がガイド付きウォークを提供しています。簡単ト
レイルと中難度トレイルのルートは最長1.6キロ
です。時間や場所についてはビジターセンターで
確認して下さい。

ファイアリ・ファーナス・ウォークは春から秋まで
毎日開催しています。これらの中難度の3時間ハ
イキングでは、斜面を登ったり、狭い地割れを通
ったり、崖の上の狭い岩柵に沿って歩かなけれ
ばならない道を通ります。5歳未満のお子様は参
加できません。www.recreation.govから予約を

するか、チケットが利用可能かどうか、ビジターセ
ンターでお尋ね下さい。ウォークツアーは数週間
前に予約一杯になる場合もございます。予約さ
れている場合、必ずビジターセンターでハイキン
グ開始1時間前までにチェックインして下さい。

デビルズガーデンキャンプ場の運動場で、春から
秋にかけて、レンジャーがイブニングプログラム
を開催する場合があります。時間やトピックスに
ついてはビジターセンターで確認して下さい。

− キャンピング
キャンプ場またはバックカントリー許可証のある
場所でのみキャンプできます。デビルズガーデン
キャンプ場には50のサイトがあり、公園入口から
29キロの場所にあります。キャンプ場は3月から
10月は通常毎日満杯です。各サイトにはピクニッ
クテーブルとファイアリングが完備されています。

D 四駆車専用ルート
水と水洗トイレがいくつかの場所でご利用いた
だけます。薪集めと焚火は禁止されています。発
電機の使用は午前8-10時、午後4-8時の間のみ
許可されています。静粛時間は午後10時-午前6

時です。11名以上のグループは、グループテント
サイトのジャニパー・ベイシン（Juniper Basin)お
よびキャニオン・レン(Canyon Wren)を使用して
下さい。グループサイトではRV車やトレイラーの
使用は禁止されています。

キャンプ場予約
3月1日から10月31日までは、デビルズガーデン
キャンプ場でサイトを予約できます。11月から2

月までは、キャンプ場は先着順となっています。ア
ーチズに到着する前に、サイトを予約することを
強くお勧めします。予約がない場合、公園外のそ
の他のキャンプオプションを使用して下さい。サ
イトを予約するにはオンライン：www.recreation.
gov、あるいは877-444-6777（米国内通話無
料）または+1 518-885-3639（国際電話）に電話

して下さい。

ç バックパッキング
アーチズには「バックカントリー」として許可され
ているエリアがいくつかあります。開拓されたビ
ジターエリア以外には、指定トレイルも、キャン
プ場も、きちんとした水源もありません。アーチ
ズでバックパックするには、ビジターセンター内
でバックパッキング許可書を取得しなければな
りません。 

% 道路の共有
公園内の道路は狭く、曲がりくねっています。車
道で停車せず―指定のビューポイントで観光を
楽しんで下さい。歩行者と自転車には気を付け

て下さい。通過時には、最低1メートルの距離を
保って下さい。

* サイクリング
自転車は道路のみで乗車できます—ハイキング

トレイルやオフロードでは乗車できません。1列
で自転車に乗り、サイクリストに気が付いていな
い可能性のある車、RVやバスが通過する際には
気を付けて下さい。舗装道路は狭く、曲がりくね

っており、路肩や自転車レーンはありません。 

アーチズには四駆車専用道路が数か所存在
します。ATVs/OHVsは禁止されています。特
に雨が降った後には、現在の道路状況をビジ
ターセンターで確認して下さい。土地管理局

（BLM)では公園外に人気の高い4WDルート
を数多く管理しています。

` ペットとの旅行
ペットとのアクティビティはアーチズでは限定さ
れています。ハイキングトレイル、見晴台やバック
カントリーでは、ケージに入っていてもペットを
連れて行くことはできません。整備されたキャン

プ場にペットを連れて行くことは可能で、舗装道
路をペットと散歩することも可能です。車外に
出る時は、ペットのリード着用が義務付けられ

ています。気温が18℃以上になる時は、車内に
ペットを放置しないで下さい。熱中症で死に至る
可能性があります。モアブには犬小屋が設置さ
れています。

= 緊急事態
あなたが来園中に、緊急事態が起こる可能性が
あります。緊急事態が発生したら：
• 携帯電話で911にダイアルする：グランドカン

トリー保安官事務所に電話が繋がり、彼らが
公園内のレンジャーに連絡してくれます。 

• 公園スタッフに連絡する。 
• ビジターセンターに行く。ビルが営業時間外

の場合、センタービル前にある公衆電話で
911（コイン不要）をダイアルして下さい。

 
ô バリアフリー度
公園内の全ての施設が義務付けられた基準を
満たしているわけではありませんが、当園では
バリアフリー度の改善に取り組んでいます。舗装
道路を数多く設け、公園内にはバリアフリーのト
イレや施設もあります。

その他の情報：
アーチズ国立公園
P.O.Box 907

Moab, UT 84532-0907 
435-719-2299 • www.nps.gov/arches

アーチズ国立公園は国立公園制度が管理する
400以上の公園の1つです。 

米国コミュニティ内の公園と国立公園
サービスプログラムについて詳細を知るに
は、www.nps.govをご覧下さい。

公園情報

• アーチズの天候や地形により、あなたの安
全と便宜性に問題を生じる場合がありま
す。夏季の日中の気温は46℃になることも
あります。高温と脱水は命に関わります。各
人1日最低4リットルの水を持参して下さい。
寒さに体をさらしすぎないようにして下さ
い。濡れた状態だと、低体温症を引き起こす
可能性があります。

• 冬季には凍っている可能性があるので、滑
らかな岩の上では注意して下さい。砂岩は
もろく、崩れやすいので危険です。下るより
も登る方が簡単です。

• バックカントリーでは同伴者と一緒に行動し
て下さい。はぐれてしまうと、道に迷う可能
性があります。道に迷ったら、今いる場所か
ら動かないで下さい。動き回ると命に関わり、
捜索が困難になります。

• 連邦法では動物、植物、岩やその他の地勢
や歴史的風土の保全を義務付けています。
花を摘んだり、岩を拾ったり、野生動物を驚
かさないで下さい。 

• 岩に傷をつけたり、彫ったりしないで下さい。 

• 焚火用の薪を集めないで下さい。燃料（グリ
ル完備）またはコンロを持参して下さい。 

• 煙草の吸殻やあらゆるごみを持ち帰って下
さい。 

• 狩りは禁止されています。 

• 情報収集、無料ロッククライミングや峡谷探
検許可書は、オンラインまたはビジターセ

ンターで取得できます。 

• アーチの上を歩いたり、登らないで下さい。

• キャンプファイアーに関する規則は、公園ウ
ェブサイトを確認して下さい。

• 雷は重大な脅威です。雷雨が近くで発生し
た場合、見晴台に行くのは避け、車に戻り、
窓を閉めて下さい。

• もろい砂漠の土壌を守るため、トレイルに従
って歩いて下さい。

• 国立公園内での無人機（モデル飛行機、クワ
ッドコプターやドローン）の打ち上げ、着地
や運転は禁止されています。

緊急事態時には、911に電話して下さい。

安全規則




