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絶景を堪能し、自然の中に飛び込む
夏のカナディアン・ロッキーで冒険旅
北米大陸を縦断するロッキー山脈は、北に行くほど美しくなるといわれる。
そのロッキー山脈の、カナダ部分がカナディアン・ロッキー。
バンフ、ジャスパー、
ヨーホーなど、7つの自然公園からなる園内は、
カルガリー

360度どこを向いても絵はがきみたいな風景ばかり。
バンクーバー

Canada カナダ
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カナディアン・ロッキー
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コバルトブルーの氷河湖に
心を震わす

ロッキーの湖のほとんどは、氷河の溶け水が貯

まってできた氷河湖。さわやかなコバルトブルー
の湖は、思わず目を見張るほどの美しさ。

12
ロッキーを代表する湖のモレイン湖。氷河に含まれる微粒子が青以外の光を吸収するため、
この色になるとか

写真・文：グルーポ・ピコ（地球の歩き方）
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森と山。

T

ロッキーを代表する風景
森の中から顔を出す、急峻な山々。ロッキーにあ

るすべての山には名前があり、由来もさまざま。思
わず納得のネーミングが楽しい。

1
①城のような形をしているキャッスル山。右端の麓にある緑地には、
アメリカの元大統領のアイゼンハワーの名がつけられている
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②山は時間により姿を変える。おすすめの時間は、ピンク色に染まる夜明け
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グレーの岸壁に寄り添う、
白く輝く氷河

山肌の残雪みたいな氷河は、なんと数万年前の
氷河期に形成されたもの。小さく見えるが、実際
は厚さ100mを超えるというから、驚く。

3
③ルイーズ湖の向こうに顔を出すのは、ビクトリア氷河。湖はこの氷河の溶け水でできたもの
いうコロンビア大氷原では、雪上車に乗って氷河の上に行ける

④北極を除けば北半球で最大と
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アクティビティ満載の
ベースタウン

ロッキー内にはいくつかのベースタウンがある

が、最も有名なのがバンフ。山がすぐそばに迫る
町には、自然を愛するナチュラリストが集まる。
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⑤ハイカーやサイクリストが行き交う、バンフのメインストリート ⑥町の中にも、エルクなどの動物が姿を見せることもしばしば
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ジャスパー
ジャスパー国立公園

ロッキーでやるべきことを7つラインアップ。
絶景ウオッチやアクティビティはもちろん、
ディアン・ロッ
カナ
キーでし

たい

マウント・ロブソン
州立公園

グルメやショッピングまで、楽しみいろいろ！

バンフ国立公園
レイク・
ルイーズ

ハンバー州立公園

ヨーホー国立公園
バンフ

つのコト

クートニィ国立公園
マウント・アシニボイン
州立公園

1
絶景ドライブ
カナディアン・ロッキーの名所が

点在し、
「ロッキーパノラマ街道」

8

とも呼ばれるアイスフィールド・
パークウエイで絶景ドライブ！道
の両側に氷河を抱いた山が連続

し、次から次へと変わる風景に息
つく暇もない！ セルフドライブ

もいいが、風景に集中したいな

らツアー参加がおすすめ。

9
⑦緩やかなカーブを描くロッキーパノラマ街道
メリカ人にはキャンピングカーが人気
7

2

⑧地元カナダ人やア

⑨氷河の下には当然氷河湖

が。
こちらはペイトー湖

山の上でハイキング
高山植物と動物たちの楽園であるロッキーの山へハイクアップ！ 山の上では、普段は見上げていた山が同じ目線に。間近に眺める山並み
は、想像以上の大迫力。無数のハイキングコースがあり、
レベルや所要時間に応じて選べるのが◎。

11

10

12

⑩高山植物の花のシーズンは6月下旬〜7月頃

⑪ところどころに

展望スポットがあり、目の覚めるような絶景が広がる

⑫秋には黄

葉が楽しめるコースも

14
セルフでもガイド付きでも楽しめるが、ひとりで行くのは避けよう

馬に乗って、大自然の懐へ

3

ロッキーではさまざまなアクティビティが楽しめるが、特

におすすめなのが乗馬。ひと言に乗馬といっても、ロッ

森の中で動物に出会う

4

キーでの乗馬は緑豊かな森の中が舞台。1時間のお手

森の中に潜む、動物たちを探してみよう！ドライブやハ

イキング、町歩き中だって、動物を見つけるチャンスなの
だ！ただし、出会っても決して近づかないで。ロッキーの

軽ツアーからBBQランチ付きのツアー、山小屋に泊まる

主役はあくまでも彼らで、人間はお客さんだということ

ツアーまでコースもいろいろ。

を心にとめて行動しよう。

ブラックベア
Black Bear

木登りが得意な、小型のク
マ。おとなしい性格だが、子
連れのときは注意

エルク
Elk

体重300kgにもなる、
大

型の鹿。ロッキーで最

初心者でも外乗乗馬が楽しめるのは、
カナダならでは

Caution!

野生動物観察の
ルール

もよく見かける動物

動物との距離をとる

まずは受け付け
バ ンフ の 町 に ある
かわいい小屋で受

森の中をパッカパカ
馬にまたがり木々

絶対に触らない

車で見かけても降りない

こうやって体 験！

け付け

エサをあげない

BBQランチ

折り返し地点で、BBQランチ。

メインはステーキ

山を見ながら帰る

帰りは見晴らしのいい道を通る。随
所で記念撮影

の間を進む。
こちら
はBBQ付きコース

マウンテン・シープ
Mountain Sheep

ミュールディア

山の上に住むヒツジ。角の大きさに

Mule Deer

より2種類のヒツジがいる

小型の鹿で、ハイキング中によく見
かける。夏と冬で毛色が変わる

5

雪上車で氷河の上に立つ
人よりもおっきなタイヤの雪上車（スノーコーチ）で、
コロンビア大氷原の上へ！1万年以上前にできた氷河の上では、記念撮影をしたり、
溶け水を飲んでみたりと思いおもいに過ごそう！ちなみに、氷河の上だけにとっても寒いので、防寒具を忘れずに。
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⑬カナダカラーのかわいいスノーコーチ

⑭きちんと手入れされているので、
クレバス落下の心配がない

⑮氷河の溶け水は、ペットボトルに入れて持って帰っても◎

16
⑯そばには絶景展望台のグレ

イシャー・スカイウオークがある

15

アルバータ牛を食べる
バンフ国立公園があるアルバータ州は、ビーフが名物！

6

アルバータ牛という名前で、カナダを代表するブランド
牛肉となっている。バンフのレストランで、さまざまな部
位や調理法のアルバータ牛を食べ比べしてみて！

D
プライムリブ
最も人気がある部位、プラ

フランクステーキ

で堪能しよう

ることで食べやすくアレンジ

フランクステーキは、細かく切

イムリブは豪快なステーキ

ここで食 べられます！
メリッサ・ミスステーク

B

Melissa's Missteak

A

ADDRESS：218 Lynx St.
URL：www.melissasmissteak.com

フィレミニヨン

ハンバーガー
ジューシーなアルバータ牛のハン

C

バーガーはランチに最適

バンパーズ・ザ・ビーフ・ハウス

肉 のうま味をダイレクトに 味 わうな

ら、
フィレミニヨンをチョイスして

Bumper's the Beef House

ADDRESS：537 Banﬀ Ave.
URL：www.bumpersthebeefhouse.com

エディ・バーガー+バー

A

The Eddie Burger + Bar

ADDRESS：6-137 Banﬀ Ave.
URL：www.eddieburgerbar.ca

ローストビーフ
香 ば し い バ ゲ ット に 、

コヨーテス

たっぷりのローストビー

Coyotes

フをオン！

ADDRESS：206 Caribou St.
URL：coyotesbanﬀ.com

かわいいおみやげを見つける

F

“The Omiyage”みたいなアイテムばかりだったバンフ

7

のおみやげ屋さんが、かわいく進化中！ 注目は、手作り
感あふれるオーナメントや、アーティストの手がけたア

ウトドアグッズ、カナダの自然の力を閉じこめたナチュラ
ルソープなど。

ナチュラルソープ

F

マグカップ

ロッキーで作ったナチュラ

キャンプに欠かせないホーローマグを

ルソープ。10種類以上の香

モダンにデザイン

りがある

E

ネックレス
ワッペン
カヌーモチーフのワッペン。

F

自然をモチーフにしたペンダ

ント。ローカルアーティスト作

洋服やバッグのアクセントに

オーナメント

ここで買えます！

木彫りのオーナメント。右はムース、
左はブラックベア

ロッキー・マウンテン・ソープ・カンパニー
Rocky Mountain Soap Company

G
F

キーホルダー
革でできたカヌーとビーズ

ワークのキーホルダー

ADDRESS：204 Banﬀ Ave.
URL：www.rockymountainsoap.com

ブランチ・マーケットプレイス
Branches Marketplace

ADDRESS：202 Wolf St.
URL：www.branchesinbanﬀ.ca
エメラルド湖カヌーハウス
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旅 のヒント

in

カナディアン・ロッキー

拠点となる空港は、バンフの東にあるカルガリー国際空港。空港から
アクセス

バンフまではシャトルバスが運行。
レンタカーの場合、
カルガリー国際

4泊6日モデルルート
DAY 01 日本 ⇨ カルガリー
⇨ バンフ

空港で借りるのがおすすめ。
レンタカーがベストだが、
日本語のガイドツアーを利用するのも便利。

回り方

DAY 02 バンフ

ミニバンの混載ツアーで、
湖や氷河などおもな見どころを回ってくれる。

DAY 03 バンフ

湖の氷が完全に溶ける6月から8月までがベスト。9月下旬にはかなり気

ベスト
シーズン

Advice!

バンフ滞在1〜2日目は、
ツアーやセルフドライブ
で郊外の見どころへ。2
日あれば有名見どころ
はたいてい回れる。

温が下がるが、
黄葉が見られる。

Advice!

滞在3日目はアクティビ
ティをして過ごすのがお
すすめ。乗馬のほか、
ラ
フティングも人気。

DAY 04 バンフ
DAY 05 バンフ ⇨ カルガリー
⇨ 日本

ジェネラルインフォ in カナダ
カナディアン・ロッキーは山岳部標
時 差：カナダ本土は6つの時間帯に分かれる。

DAY 06 日本着

準時間（MST）
または太平洋標準時間（PST）
になり、
日本より16時間遅
れ
（MST）、17時間遅れ
（PST）。
サマータイム時はそれより1時間早くなる。

詳細は地球の歩き方カナダ西部編、
arucoカナダへ

物 価：日本とほぼ同じ。山岳リゾートであるバンフは、宿泊費・食費とも割高。
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入国には電子渡航許可証eTAの取得が義務づけられている。

あたり

見

ビ ザ：観光目的で6ヵ月以内の滞在であれば不要。

A DA

2017年6月
新創刊！

カナディアン・ロッキー のユ ースホステル
HI-Banﬀ Alpine Centre
ADDRESS：801 Hidden Ridge Way, Banﬀ, T1L 1B3, Canada
TEL：1-403-762-4123
FAX：1-403-762-3441
URL：https://www.hihostels.com/hostels/hi-banﬀ-alpine-centre?
linkid=980028
E-Mail：central.res@hihostels.ca
ドミトリー：2,900円〜

HI-Lake Louise Alpine Centre
ADDRESS：203 Village Road, Lake Louise, T0L 1E0, Canada
TEL：1-403-522-2201
FAX：1-888-839-5808
URL：https://www.hihostels.com/hostels/hi-lake-louise-alpine-centre?
linkid=980028
E-Mail：lakelouise@hihostels.ca
ドミトリー：2,800円〜

ツイン：8,500円〜

HI-Rampart Creek Wilderness Hostel
ADDRESS：Ice Field Parkway, Banﬀ, T1L 1B3, Canada
TEL： 1-403-670-7580
FAX： 1-403-283-6503
URL：https://www.hihostels.com/hostels/hi-rampart-creek-wildernesshostel?linkid=980028
E-Mail： central.res@hihostels.ca
ドミトリー：2,500円〜
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■カナディアン・ロッキーでしたい7つのコト

発行所 一般財団法人日本ユースホステル協会 編集・発行人 水野 宰 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1国立オリンピック記念青少年総合センター内 制作・印刷製本/サンメッセ株式会社
※本紙の情報は2017年6月20日現在のものです。変更になる場合がありますので、お出かけの前に現地にお確かめください。

※本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

