
ユタ州立公園

アンテロープアイラン
ド州立公園

開園時間
1年中、開園しています。ビジターセンターはサンクスギビ
ング、クリスマス、元旦には閉まります。

お問い合わせ
Antelope Island State Park
4528 West 1700 South
Syracuse, UT 84075
(801) 773-2941（入口ゲート）
(801) 725-9263（ビジターセンター）
(801) 721-9569（学校団体予約）
(800) 322-3770（キャンプ場予約）
Utah State Parks and Recreation
P.O. Box 146001
Salt Lake City, UT 84114-6001
(801) 538-7220
stateparks.utah.gov

ユタ州立公園のミッション
現在そして将来の世代が楽しみ、学び、インスピレーション
を得られるよう自然、文化、レクリエーションのリソースを保
存して提供し、生活の質を高めることをめざしています。

入園料は公園の補修、保護、改善に使用されま
す。

本書に記載されている情報は印刷時点では正確でした。方針、施
設、料金、時間、規則などは適宜、変更されます。最新情報について
は公園にお問い合わせください。
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公園ガイド
誰もが快適に公園を利用できるよう以下の公
園規則を守ってください。
キャンプ – 所定のキャンプ場でのみ可能です。キャン
プ許可証1枚につき車１台とその車に接続されたレ
クリエーション用機器を持ち込めます。公園に来る前
にRVの水タンクを満タンにしておいてください。

火災 – 季節によっては火災による閉鎖が掲示される
ことがあります。火は所定のエリアでのみ使用できま
す。たきぎを集めることはできません。

駐車 – 所定の駐車場にのみ駐車できます。路肩には
駐車しないでください。馬を運ぶトレーラーは指定さ
れた登山口にのみ駐車できます。

ペット – ペットは最長6フィート（約1.8メートル）のリ
ードを付けて、常に監視してください。犬と馬はフレイ
リーピークトレールには入れません。馬はトレール以
外では、所定のエリアにつないでおいてください。牧
場には入れません。犬はセントリートレールには入れ
ません。

植物と動物 – 野生動物、植物、鉱物、文化遺産など、
公園内のあらゆる自然のものは法律で保護されてお
り、除去、改変、破壊、攻撃することはできません。

静かな時間 – 午後10時から午前7時

汚水 – キャンピングカーやトレーラーから地面に汚
水を捨てたり排水したりすることはできません。廃棄
ステーションをご利用ください。
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ど多くのアメニティにアクセスできます。夏季と休日に
は特別なイベントが催されます。飲み水はありません。 

日中使用できる施設 – ブリッジャーベイには砂浜、屋
内・屋外シャワー設備、パビリオン、ピクニックエリア、水
洗トイレがあります。ビジターセンターのそばには屋根
付きのピクニックエリアがあります。飲み水は砂浜の施
設とビジターセンターにあります。東側の道路沿いにあ
る展示では島の歴史と地質について説明しています。

トレール – バックカントリー内のトレールでは車両等
はご利用いただけません。さまざまな距離と難易度の
トレールがあります。詳細についてはトレールの地図や
標識をご覧ください。トレール沿いには水道施設がな
いため、あらかじめ計画を立てておいてください。乗馬、
ハイキング、サイクリングは、トレールマーカーの付い
た所定のトレールでのみお楽しみいただけます。トレー
ルは自然災害が発生した際や小鹿・子羊が生まれる季
節、その他の状況に応じて閉鎖されることがあります。

ブリッジャーベイキャンプ場 – 26区画の素朴なキャン
プサイトにはピクニックテーブル、焚火・BBQグリル、簡
易トイレが備えられています。キャンプ場内に水道、電
気、日よけはありません。車椅子でアクセスできるキャン
プサイトも予約可能です。1区画のキャンプサイトにつ
き、2台の車と最高8人で2つのテントを利用できます。
車またはレクリエーション用機器が増える場合は追加
料金がかかります。馬は入れません。

ホワイトロックベイ団体キャンプ場 – 20区画の素朴な
キャンプサイトを予約できます。各区画にはピクニック
テーブル、焚火、BBQグリルが備えられています。キャン
プ場内に水道、電気はありません。馬は入れません。

マリーナ – ボートは長期または日割り券があります。ご
利用の際はマリーナレンジャーにお問い合わせくださ
い。 

その他のサービス – 島内の売店ではフルサービスの
グリル料理を提供しています。営業時間は時期によって
異なります。ガイド付きの乗馬や貸しボート、グレートソ
ルトレイクでのクルーズをご利用になる場合は予約し
てください。カヤックのツアーとレンタルサービスもあ
ります。 
ガソリン、食料、宿泊、医療施設は島から7～14マイル（
約11～22キロ）東にあるデイビス郡でご利用いただけ
ます。

施設とサービス
アンテロープアイランドは1年を通してご利用いただ
けますが、開園時間は季節によって異なります。 

ビジターセンター – 1年中オープンしています。車椅
子でアクセスでき、展示、出版物、ギフトショップ、トイ
レ、円形劇場があります。ご希望に応じてビデオをご
覧いただけます。年少者向けのジュニアレンジャープ
ログラムもあります。 

フィールディング・ガー牧場 – 1年中見学できます。障
がいのある方も、セルフガイドツアー、展示、トイレな

generated at BeQRious.com
携帯デバイスでQRコードをスキャンすると、公園
のウェブサイトにアクセスできます。
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レートソルトレイク最大の島へようこそ。
キャンプ、野生動物の観察、ハイキング、

乗馬、マウンテンバイクなどをお楽しみくださ
い。アンテロープアイランドでは、バイソンや
オオツノヒツジ、ミュールジカ、プロングホーン
がゆったりと自由に歩き回っています。また、グ
レートソルトレイクやワサッチ山脈、ソルトレ
イクのスカイライン、古代のボンネビル湖の段
丘のすばらしい眺望も堪能できます。

歴史

出土品から、この島には6000年以上も前から
人が住んでいたことがわかっています。アン

テロープアイランドを最初に訪れた英国人は、ジョ
ン・C・フリーモントとキット・カーソンです。1845年
にこの島を探検し、広野でプロングホーンアンテロ
ープが数頭、草を食んでいる姿を見かけてアンテ
ロープアイランドと名付けました。
その後、フィールディング・ガーが1848年、この島に
住居を構えました。この家は、ユタ州で最も古い英
国人による建物として現在でも元の場所に保存され
ています。この家とフィールディング・ガー牧場を見
学すると、西部の牧場生活の歴史を垣間見ることが
できます。

地質学 

アンテロープアイランドの面積は2万8022エーカ
ー（約1万1340ヘクタール）におよび、長さは15

マイル（約24キロ）、幅は最も広い部分で4.5マイル（
約7キロ）です。島内の最高点フレイリーピークは海抜
6596フィート（約2010メートル）です。この島はワサッ
チ山脈とシエラネバダ山脈の間にある盆地と山脈の
一部です。 

アンテロープアイランドで最古の岩は、ユタ州内で最
も古く、17億年前から存在するファーミントン渓谷はグ
ランドキャニオンの底にある岩と同じくらい古いもの
です。ゆがんだ縞模様の岩は、島内南側の3分の2の地
域を占めています。 
島内北側3分の1の地域にあるのは、この地特有の珪
岩です。5億5000年前、浅い海洋環境で堆積されたも
のです。珪岩は変成砂岩で、ビジターセンターのまわり
でも目にすることができます。島内で最も新しい岩は、
わずか1万～1万5000年前にボンネビル湖に堆積さ
れた石灰華です。コンクリートに似ており、バッファロ
ーポイントトレールから眺めることができます。

グレートソルトレイク

グレートソルトレイクはミシシッピー川以西で最大
の天然湖です。有史以前のボンネビル湖の一部

でした。ボンネビル湖は氷河時代、2万平方マイル（約
5万平方キロ）以上の面積を誇っていました。今でも4
つのはっきりとした湖岸線をアンテロープアイランド
から見ることができます。 
グレートソルトレイクは現在、長さ75マイル（約120キ
ロ）、幅28マイル（約45キロ）、面積は1700平方マイル
（約4400平方キロ）です。最大深度は約33フィート（約
100メートル）ですが、面積と深さは季節的な蒸発と降
雨量によって大きく変化します。

湖には4本の川から水が流れ込み、毎年、220万トンの
鉱物がもたらされます。グレートソルトレイクには出口
となる河川がなく、水は蒸発するだけなので、高濃度の
鉱物が残ります。 
塩度があまりにも高いため、魚や他のほとんどの水生
種は生息できません。ただし、塩水エビ、ミギワバエ、数
種類の藻が繁殖しており、数百万羽におよぶ渡り鳥の
主な食料源となっています。
ユタ州の湿地の80％近くがグレートソルトレイクを取
り囲んでおり、この地の生態系は北米で渡り鳥と巣を
作る鳥の最も重要な資源のひとつとなっています。こ
の地域には毎年、250種類の鳥が訪れ、太平洋渡り経
路を通る600万～900万羽の渡り鳥の大部分を占めて
います。この湖と湿地帯は鳥にとって休息、巣作り、旅立
ちの準備の場所となります。
魚卵状の砂はグレートソルトレイクの名物です。丸い

野生動物

アンテロープアイランドでは、主に東側に淡水泉
が40ヶ所以上あります。毎年、3600万ガロン（約

1億3600万リットル）の水が湧き出し、島内の野生動
物と植物を支えています。

バイソンは島内で最も有名な住民です。1893年に12
頭が放され、現在は500～700頭にまで増えています。
毎年、バイソンの駆り集めが行われ、群れの健康状態
が査定され、過剰なものは売却されます。

島の名前の由来となっているプロングホーンアンテロ
ープはユタ州とこの島の固有種です。小型のシカのよ
うな動物で、北米では最も足が速く、最高時速70マイ
ル（約110キロ）に達することができます。他の動物同
様、プロングホーンも自由に島内を歩き回っており、1
年を通してさまざまな場所で見ることができます。

ミュールジカとカリフォルニアオオツノヒツジも島内
に生息している大型草食動物です。コヨーテやボブキ
ャット、アナグマのような捕食者のほか、フクロウやタ
カ、ハヤブサといった猛禽類も多数います。

教育プログラムと活動

アンテロープアイランドでは1年中、楽しく教育
的なプログラムが開かれています。ガイド付

きハイキング、ジュニアレンジャープログラム、バ
ードウォッチング散策、天文学プログラムなどがあ
ります。このようなプログラムでは、この島と独自
の資源に関する詳細な情報を学ぶことができ、島
内での体験がさらに豊かなものになります。

学校からの遠足も受け入れております。グレート
ソルトレイクの生態学、植物と動物の適応、地質
学、ユタ州の歴史などを学べます。このような活動
とイベントの詳細については、公園のウェブサイト
（stateparks.utah.gov/parks/antelope-island）を
ご覧ください。

粒のような砂は、鉱物の粒や塩水エビの糞便がアラゴ
ナイト（炭酸カルシウムの一種）に覆われて形成された
ものです。真珠が形成される過程によく似ています。


