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エバーグレーズ国立公園  

エバーグレーズ国立公園へようこそ！ (Japanese) 
エバーグレーズ国立公園は、ユニークな亜熱帯の環境に生息する驚くほど多様性に富んだ動植物を保護するため
に、1947 年に創立されました。注目すべき動植物の種類には、アリゲーター、クロコダイル、マナティー、フロリダパン
サー、渉禽（脚の長い鳥）、熱帯植物や樹木などがあります。ビジターは、公園を散策しながら野生動物ウォッチン
グ、ガイド付きツアー、ハイキング、カヌートレイルなどさまざまな方法で楽しむことが可能です。エバーグレーズは世界
的な遺産とみなされていますが、数々の環境上の脅威にも直面しています。国立公園局や関係者は、現在公園
をより自然な状態に回復させようと努力しています。  

生態系  

エバーグレーズ国立公園は 約150 万

エーカーの広さがあり、フロリダ州のオ

キチョービ湖北部に注ぐキシミー川か

ら始まるエバーグレーズ生態系の西

端に位置しています。エバーグレーズ

は広大な湿地帯で、夏季は水量が

多く、冬季は乾燥します。 エバーグ

レーズの水は、メキシコ湾とフロリダ湾

に向かって西にゆっくり流れています。

生態系は、多様な生息地で構成さ

れています。公園のトレイルの多くは、

ビジターがこうした生息地を通り抜け

られるように作られています（詳細につ

いては、このパンフレットのトレイルに関

する説明をご覧ください）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

季節  

大半のビジターは涼しく乾燥した冬季

（11 月から 4 月）に訪れますが、

気温が高くて湿度のある夏季に訪れ

るビジターもいます。夏に訪れる場合

は、雷対策と、蚊にさされないように

準備をしてください。夏は水量が豊富

なため、野生動物は公園内に散らば

り、なかなか見えません。  

 

安全規則  

アウトドアマナーをきちんと実践して、

エバグレードを保護し、他のビジターが

楽しめるようにご協力ください。ゴミを

ゴミ箱に入れ、またカヌートリップやハ

イキングから帰るときにはゴミをまとめて

ください。自生植物や野生動物、文

化資産は、法律により保護されてい

ます。アリゲーター、毒ヘビ、外来種の

ビルマニシキヘビは危険なことがありま

すが、通常は人との接触を避けます。

こうした動物は遠く離れて観察すれ

ば、人に危害を与えることはありませ

ん（ビルマニシキヘビを目撃したら、公

園のスタッフに報告してください）。公

園では、野生動物の生態系を破壊

したり、餌を与えることは違法です。

猟は禁止されています。公園には、

有毒な植物が何種類か存在してい

ます。馴染みがない植物には触れな

いでください。車を運転中は標識の速

度制限に従い、野生生物を観察す

るときは、車を道路の路肩に寄せてく

ださい。火事、事故、違反、または異

常な出来事を見つけたら、公園保護

官に報告してください。  

 

 



オリエンテーション  
公園に入園したら、エバーグレーズ国
立公園の詳細な地図付きパンフレッ
トを必ずお持ちください（地図は、国
立公園のWeb サイトにも掲載されて
います）。公園へは、メイン・パーク・
ロード（アーネスト・コー・ビジターセン
ターからフラミンゴ）、シャーク・バレー、
ガルフ・コースト（エバーグレーズ・シ
ティ）、チェキカ（12 月から 3 月まで
オープン）など、数ヶ所から入場できま
す。  

 

アクティビティ 一般情報  
保護官主導のアクティビティ：公園全
域で、ウォーキング、トークショー、カ
ヌートリップ、その他のアクティビティプ
ログラムを用意しています。スケジュー
ルは、公園のWeb サイトまたはビジ
ターセンターで確認してください。  

キャンプ：ロング・パイン・キーとフラミン
ゴには、キャンプ場があります（有
料）。キャンプ場は、先着順で利用
可能です。フラミンゴでは、12 月から 3 
月まで電話（800-365-CAMP） で予
約が可能です。夏季のキャンプは、
厳しい暑さ、雨、蚊などのため不適
切です。  

荒野でのキャンプ：公園に広がる荒
野の大半の地域へは、ボートまたは
カヌーでのみ行くことが可能です。キャ
ンプで宿泊する場合は、許可を取る
必要があります。許可は、ガルフ・コー
スとフラミンゴのビジター・センターで本
人が直接取得します。11 月から 4 
月までは料金がかかります。詳細につ
いては、公園のWeb サイトをご覧に
なるか、『Wilderness Trip Planner
（荒野トリッププランナー）』を入手し
てください。  

障害者の利用：公園内の主要なト
レイルでは、車椅子をご利用になれ
ます。ボートへの乗船またはトラムツ
アーの際はサポートが受けられます。  

 

 

主要拠点  

アーネスト・F・コー・ビジター・センター 

公園のメイン・エントランス手前の、メ
イン・パーク・ロード沿いにあります。12 
月 から 4 月までは午前 8:00 から午
後 5:00、5 月から 11 月までは午前 
9:00 から午後 5:00 まで毎日開館し
ています。インフォメーションセンター、
展示品、教育用グッズの販売。  

ロイヤル・パーム  

アーネスト・F・コー・ビジター・センター
から 4 マイル (6 km)。  

ロイヤル・パーム・ビジター・センター：
毎日開館。インフォメーションセン

ター、教育用グッズの販売。  

アンヒンガ・トレイル：必見の場所。0.8 
マイル (1.3 km) のループトレイルは、
アリゲーターや鳥類などの野生動物が
すぐ近くで見られるスポットです。 

ガンボ・リンボ・トレイル：0.4 マイル 
(0.6 km) のループトレイルが  密集し
た熱帯性ハードウッドハンモックの中を
通っています。  

 

メイン・パーク・ロード  

アーネスト・F・コー・ビジター・センター
からフラミンゴまで 38 マイル (61 km) 
の眺めのよいドライブコースです。  

 

ウォーキングトレイル  

メイン・パーク・ロード沿いの駐車エリ
アから離れて、車椅子で通行可能な
短いトレイルを歩きながらエバーグ
レーズの多様な生息環境を体験し
てください。  

パインランズ・トレイル：亜熱帯の松の

群生地帯を通り抜ける 4 マイル (0.6 

km) のループトレイル。ここは、サウスフ



ロリダでも植物学的に最も多様な生

息地です。 

パ・ヒ・オキ展望所：0.2 マイル（0.3 

Km） の遊歩道を歩くと展望所の

デッキに到達します。ここでは、広大な

淡水の泥灰土質のエバーグレーズ大

草原を見渡すことができます。 

マホガニー・ハモック・トレイル：ジャング
ルのような熱帯性のハードウッド・ハン

モックを通り抜ける、0.4 マイル (0.6 

km) の曲がりくねったトレイルです。 

ウェストレイク：塩水で成長する奇妙

な木々に占領されたマングローブ林を

通り抜ける、0.4 マイル (0.6 km) の遊

歩道です。 

 

フラミンゴ  

アーネスト・F・コー・ビジター・センター

から 38 マイル (61 km) 

フラミンゴ・ビジター・センター：展示

品、インフォメーションセンター、原生

地許可証の発行。12 月から 3 月ま

では毎日職員が常駐。1年の残りの

期間は断続的に駐在。 

コンセッションサービス：フラミンゴ・マリー
ナは、小型ストア、ガソリンスタンド、

ボートツアー、ハウスボート、カヌー、カ

ヤック、自転車のレンタルが利用でき

ます。詳細については、

www.evergladesnationalparkboattour

sflamingo.com を参照してください。 

野生生物観察：干潮時は、フロリダ

湾の干潟に生息する鳥類が群がり、

ビジターセンターから見ることができま

す。フラミンゴ・マリーナでは、アメリカン

クロコダイル（アリゲーターとは異なる）

やマナティーが見られます。近くの池

は、鳥類やその他の野生生物の生息

に適しています。 

カヌー/カヤック/ハイキング：フラミンゴ・
ビジター・センターでは、周辺のカヌー

やハイキングトレイルに関する情報や

地図を取り揃えています。ナイン・マイ

ル・ポンド・トレイル（5.5 マイル/8.8 km 

ループ）やフロリダ湾へのトリップは、お

勧めのツアーコースです。天候の状況

は保護管にお尋ねください。 

コンセッションボートツアー：フラミンゴ・
マリーナから出発し、フロリダ湾やマング

ローブの河口をボートでめぐるナレー

ション付きツアーです。出発スケジュー

ルは、季節により異なります。  

 

シャーク・バレー  

フロリダ・ターンパイクから西に 30 マイ

ル (48 kg) のルート 41 沿いにあります

（タミアミトレイル）。シャーク・バレー・
ビジター・センター：毎日開館。開館

時間は季節により異なります。インフォ

メーションセンター、教育用グッズの販

売。 

ウォーキングとサイクリング用トレイル：
ボブキャット 遊歩道やオッター洞窟は

短距離の歩きやすいトレイルで、ビジ

ター・センターの近くから始まります。ま

た、ハイキングやサイクリングには、鳥

類、アリゲーター、その他の野生生物

が生息する15 マイル (24 km) のトラ

ムロードをお勧めします。サイクリング

用の自転車は、ビジター・センターの

近くでレンタルが可能です。 

トラムツアー：トラムツアーでは、淡水
域のエバーグレーズを周遊します。鳥

類、アリゲーター、その他の野生生物

を観察するチャンスです。予約は、電

話（305-221-8455）で可能です。 

ガルフ・コースト  

エバーグレーズ・シティのルート 29 上に

あり、ルート 41 （タミアミトレイル）から

西へ 3 マイル (5 km) 。 



ガルフ・コースト・ビジター・センター： 
毎日 開館。開館時間は季節により

異なります。情報センター、展示品、

原生地許可証の発行、教育用グッズ

の販売。 

ボートツアー：マングローブの河口やテ
ン・サウザンド・アイランドへ毎日ボート

ツアーが出ており、ユニークな環境と野

生生物の眺めが楽しめます。スケ

ジュールの確認や詳細については、電

話（239-695-2591） で問い合わせ

るか、Web サイト 

www.evergladesnationalparkboatt

oursgulfcoast.com をご覧ください。 

カヌー/カヤック： ビジター・センターから

テン・サウザンド・アイランズへのボート

ツアーでは、鳥類、イルカ、マナティー、

その他の野生生物が見られます。カ

ヌーやカヤックのレンタルは、ビジター・

センターの階下で受け付けています。 

天候の状況は保護管にお尋ねくださ

い。  

 

チェキカ  

ルート 41 から西に 15 マイル (24 

km) にある州道 997 （クロームアベ

ニュー）の外れにあります。12 月中

旬から 3 月の日中のみ開館していま

す。ウォーキングトレイルとピクニックが

楽しめます。飲料水は利用できませ

ん。  

 

問題点と復興  

エバーグレーズ国立公園は世界の遺

産であり、国連により国際生物圏保

護区、世界遺産、国際的に重要

な湿地に認定されています。残念な

がら、この公園は創立以来、数々の

環境的な脅威に直面してきました。

多くの動植物が希少種であり、危険

にさらされています。ブラジルコショウボ

ク、マヤシクリッド（魚）、ビルマニシキヘ

ビなどの外来種が公園に侵入し、在

来種との生存競争にさらされていま

す。公園外に運河、堤防、貯水池が

建設されて水の流れが変わり、境界

地域の自然過程に影響を与えてい

ます。公園や関係者は、継続的に生

態系の修復に務めています。近年、

特定の絶滅危惧種（クロコダイルな

ど）が増え、広大な地域の外来植物

が除去されています。公園の北東の

境界に沿って、公園に流れ込む水の

自然な流れを回復しています。それ

でも、エバーグレーズをより自然な状

態に戻すには、相当量の作業を実

施する必要があります。  

 

Web サイト  

エバーグレーズ国立公園の詳細と地

図は、www.nps.gov/ever を参照し

てください。 


