オレゴントレイルと
西部の旅
ミズーリ州 – カンザス州 – ネブラスカ州 – ワイオミング州 – アイダホ州 – ワシントン州 – オレゴン州

オレゴントレイルと西部の旅
オレゴンシティ

ワラワラ

イエローストーン
国立公園
ボイジー
ポカテッロ

キャスパー

ロックスプリングス

スコッツブラフ
ノース
プラット

ミズーリ州インディペンデンスからネブラスカ州オマハへ

3 時間／314 キロメートル

ネブラスカ州ノースプラットからネブラスカ州スコッツブラフへ

3 時間／286 キロメートル

ワイオミング州キャスパーからワイオミング州ロックスプリングスへ

3 時間 30 分／360 キロメートル

ネブラスカ州オマハからネブラスカ州ノースプラットへ

ネブラスカ州スコッツブラフからワイオミング州キャスパーへ

ワイオミング州ロックスプリングスからワイオミング
州／モンタナ州／アイダホ州のイエローストーン国立公園へ
ワイオミング州／モンタナ州／アイダホ州のイエロースト
ーン国立公園からアイダホ州ポカテッロへ

アイダホ州ポカテッロからアイダホ州ボイジーへ

アイダホ州ボイジーからワシントン州フォート・ワラ・ワラへ
ワシントン州ワラワラからオレゴン州オレゴンシティへ

4 時間／451 キロメートル

2 時間 45 分／283 キロメートル

5 時間 30 分／488 キロメートル
2 時間 45 分／256 キロメートル
3 時間 30 分／377 キロメートル

4 時間／406 キロメートル

4 時間／406 キロメートル

オマハ
インディペンデンス

ミズーリ州インディペンデンスと
カンザス州カンザスシティ
1 日目

1827 年に築かれたインディペンデンスは、蒸気船で航行できる最西端の街であったことから、
オ
レゴントレイル（Oregon
Trail）に沿って西方へ旅をする人々にとって最良の拠点となりました。
カンザスシティから数キロメートルのところにあるインディペンデンススクエア（Independence
Square）がオレゴントレイルの正式な出発地点でした。現在では、昔ながらの本格的な幌馬車に
乗って、初期の入植者たちが作った当時の馬車道や草木の生い茂る湿地を通り、歴史ある地区
を訪れることができます。
トレイルに出発する前に、国立フロンティアトレイル博物館（National
Frontier Trails Museum）で歴史について学んでおきましょう。
また、
メインストリートにあるジ
ャクソン郡の刑務所も興味深い見どころの 1 つです。
現在は 1859 年刑務所博物館（1859 Jail
Museum）となっているこの刑務所には、
かつて悪名高き無法者のジェシー・ジェームズの兄フラン
ク・ジェームズが収容されていました。

宿泊地：カンザス州カンザスシティまたは
ミズーリ州インディペンデンス

ミズーリ州インディペンデンスから
ネブラスカ州オマハへ
2 日目

3 時間／314 キロメートル

1800 年代半ば、
およそ 50 万人もの人々が「西部を目指す」
という夢を抱いて進んだ 3492 キロメ
ートルの旅。
この旅をインディペンデンススクエアから始めましょう。
幌馬車隊は 1 日に 16～24 キ
ロメートル進み、6 ヵ月かけて旅を終えました。
彼らが進んだ道のりをたどり、砦や史跡、博物館、
名所など、史上最大規模の人類の移動を称える見どころを巡りましょう。
カンザスシティのマイナー
パーク
（Minor Park）では、
ビッグブルー川（Big Blue River）を見渡してみてください。
ここには山
腹の深い窪みに架けられた、
トレイルの最初の河川の渡し場、
レッド・ブリッジ・クロッシング
（Red
Bridge Crossing）があります。
カンザスシティの北部では、旅人たちを守る任務を負った兵士たち
が詰めていた要衝、
レブンワース砦（Fort Leavenworth）を見学しましょう。
ネブラスカ州に入った
ら、
かつての州都オマハへと進みます。
オールドマーケット
（Old Market）界隈の石畳の通りやブティ
ック、
ギャラリーを巡り、
たくさんある地元のレストランの 1 つで食事をお楽しみください。

宿泊地：ネブラスカ州オマハ

ミズーリ州インディペンデンス

ネブラスカ州オマハから
ネブラスカ州ノースプラットへ
3 日目

4 時間／451 キロメートル

ネブラスカ州の州都リンカーンを目指して西に向かいましょう。
ここにはネブラ
スカ州歴史博物館（Nebraska History Museum）があり、
ネブラスカ州にまつ
わる品々を見学したり、州やここに住む人々について学んだりできます。
プラッ
ト川（Platte River）に沿ってさらに西へ進むと、
フォートカーニー州立歴史公
園（Fort Kearny State Historical Park）があります。
この砦は、
オレゴントレイ
ルを旅する人々を守るために築かれたものです。
カーニーでは、州間道路 80
号線に架かる史跡アーチウェイ
（Archway）に立ち寄りましょう。開拓時代の
グレート・プラット・リバー・ロード
（Great Platte River Road）に関する展示や
映画を見ることができます。
ノースプラットにはバッファロー・ビル・ランチ州立

歴史公園（Buffalo Bill Ranch State Historical Park）があり、1886 年のウィ
リアム・コーディ
（別名バッファロー・コーディ）の邸宅エンパイア（Empire）や、
彼が作ったワイルド・ウェスト・ショーに関する品々が展示されています。
コーデ
ィ・パーク・ワイルド・ウェスト・メモリアル（Cody Park Wild West Memorial）
にはウィリアム・コーディの実物大のブロンズ像が置かれ、その生涯を称えて
います。

宿泊地：ネブラスカ州ノースプラット

ネブラスカ州スコッツブラフ

ネブラスカ州スコッツブラフ国定公園

ネブラスカ州ノースプラットから
ネブラスカ州スコッツブラフへ
4 日目

3 時間／286 キロメートル

プラット川は 2 つに分かれていて、
ノースプラット川（North Platte River）が （Courthouse
Rock）の岩山が、
まるでグレートプレーンズの巨大な記念碑
オレゴントレイルのルートに沿って流れています。最初の開拓民たちは、サウ のようにそびえ立っています。
これらの岩山は、幌馬車が西へ向かう際の最初
スプラット川（South Platte River）を渡らねばなりませんでした。
幌馬車隊が の目印でもありました。
チムニーロック国立史跡（Chimney Rock National
川を渡り終えて進んだブルーレ近郊の険しいカリフォルニアヒル（California Historic Site）のビジターセンターでは、岩の一部を持ち帰ることができます。
Hill）には、幌馬車の轍が今もなお残されています。
アッシュホロー州立歴史 この日の最終目的地、
スコッツブラフには、
グレートプレーンズにそびえる 244
公園（Ash Hollow State Historical Park）は、幌馬車隊がノースプラット川を メートルのスコッツブラフ国定公園（Scotts Bluff National Monument）が
目指してウィンドラスヒル（Windlass Hill）を下った場所です。
この丘の勾配は あります。崖の上まで車で登り、眼下に広がるグレートプレーンズ、遠くに見え
とても急であるため、丘のふもとへ滑り下りる際にロープや鎖で馬車の車輪 るララミーピーク
（Laramie Peak）やチムニーロックの絶景を堪能しましょう。
を固定しました。
このときに地面を削った深い跡が残っています。
ブリッジポー
ト近郊には、印象的なチムニーロック
（Chimney Rock）やコートハウスロック 宿泊地：ネブラスカ州スコッツブラフ

ネブラスカ州スコッツブラフから
ワイオミング州キャスパーへ
5 日目

2 時間 45 分／283 キロメートル

ワイオミング州に入り、
そのままノースプラット川に沿って進むと、
フォートララミー国定史跡
（Fort Laramie National Historic Site）に到着します。
町のすぐ外にある、
アメリカ史にお
ける要衝であった地の建物を見学しましょう。
フォートララミーを過ぎて最初のキャンプ地が
レジスタークリフ
（Register Cliff）です。
開拓民たちは、彼らの名前と日付を崖に刻み、後か
らやって来る家族や友人たちにその足跡を知らせました。
さらに少し西に行くとガーンジーラ
ッツ
（Guernsey Ruts）があります。
現在はオレゴン・トレイル・ラッツ州立史跡（Oregon Trail
Ruts State Historic Site）になっていて、
トレイルに残された幌馬車の轍を最もはっきりと確
認できる場所です。ほとんどすべての開拓民たちがこのルートをたどり、膨大な数の幌馬車
がこの柔らかな砂岩の上を通ったため、深さ 1.5 メートルもの轍ができたのです。
さらに西
へと旅を続け、
オレゴントレイル、
カリフォルニアトレイル（California Trail）、
モルモントレイ
ル（Mormon Trail）に沿って進む西部移住の要所となった街、
キャスパーへ向かいましょう。

宿泊地：ワイオミング州キャスパー

ワイオミング州キャスパー
6 日目

キャスパーではリラックスして過ごしましょう。
西部開拓時代という無法時代に繁栄の中心と
なった街です。
1 日の最初はまず国立歴史トレイル・インタープリティブ・センター（National
Historical Trails Interpretive Center）へ。
展示を見ながら各トレイルや西部の歴史、
ワイオ
ミング州について学びましょう。
このセンターの見晴らし台からは、
キャスパー市街の素晴ら
しい眺めも楽しめます。
インタラクティブな展示やオレゴントレイルでの生活の再現などから
は、初期の開拓民たちの物語を知ることができます。
またバーチャルリアリティを使った、幌
馬車に乗ってノースプラット川を渡るという体験にもチャレンジしてみてください。
この町の
最初の定住地であるキャスパー砦（Fort Casper）では、再建された駐留所や博物館を見て
回りましょう。
キャスパーのダウンタウンを散策して史跡を見学した後、
ブランディングアイロ
ン
（Branding Iron）で夕食を取り、1 日を終えます。

宿泊地：ワイオミング州キャスパー

ワイオミング州国立歴史トレイル・インタープリティブ・センター

ワイオミング州キャスパーから
ワイオミング州ロックスプリングスへ
7 日目

3 時間 30 分／360 キロメートル

キャスパーから南西に向かい、
インディペンデンスロック州立史跡（Independence Rock State Historic Site）
を訪れましょう。
オレゴントレイルを旅する開拓民たちが冬になる前に移動を終えるには、
アメリカ独立記念日
である 7 月 4 日よりも前にこの地に到達している必要があったことから、
この名が付けられました。
「砂漠の
記録地（registers of the desert）」
の 1 つとして知られ、
その昔、
ここを通り、花こう岩の岩肌にその名を刻ん
だ開拓民たちがいたことを証明しています。
そのまま南西へ進み、かつて炭鉱の町として栄えたサウス・パス・
シティの無人の建物を見学しましょう。
町の南には、
オレゴントレイルで最も重要な場所の 1 つであるサウスパ
ス
（South Pass）という場所があります。
ここは、幌馬車隊がロッキー山脈（Rocky Mountains）と大陸分水界
（Continental Divide of the Americas）を安全に越えることのできる唯一の場所でした。
ロックスプリングスの
南にはパイロット・ビュート・ワイルド・ホース・シーニック・ループ（Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop）が走っ
ています。
車で 90 分ほどで回ることができ、見晴らしの良いポイントがたくさんあります。
その広大な景色のな
かにいるのは、1,500 頭の野生馬。
これらは 1800 年代に牧場主たちが連れてきた馬の子孫です。

宿泊地：ワイオミング州ロックスプリングス

ワイオミング州ロックスプリングスから
ワイオミング州
イエローストーン国立公園へ
8 日目

5 時間 30 分／488 キロメートル

北西に進み、
グリーン川（Green River）の渡し場にあるネームズヒル州立史跡（Names Hill State Historic Site）
を目指します。
ここは初期の開拓民の名が刻まれた、
もう 1 つの
「砂漠の記録地」
です。
この史跡を訪れた後は、
オレゴントレイルから少し離れて 伝説のイエローストーン国立公園（Yellowstone National Park）を散策しまし
ょう。
北のジャクソンホールを訪れ、
歴史あるタウンスクエアでランチを取ります。
ヘラジカの角で作られた 4 つ
のアーチがあるこの広場はぜひ写真に収めたいスポットです。
町はずれにある国立エルク保護区（National Elk
Refuge）では、エルクの群れが見られることでしょう。
エルクの角もここで収集されています。
ランチにはミリオ
ン・ダラー・カウボーイ・バー（Million Dollar Cowboy Bar）のエルクバーガーをお試しください。
本物のウェスタ
ン鞍で作られたバースツールにも座ってみましょう。
ジャクソンホールから北へ向かい、
グランドティトン国立公園
（Grand Teton National Park）を走る風光明媚なドライブを楽しみ、
ティトン山脈の花こう岩の峰々を背景にし
た美しいジェニー湖（Jenny Lake）
とジャクソン湖（Jackson Lake）を通っていきます。
イエローストーン国立公
園は、
ワイオミング州、
モンタナ州、
アイダホ州の 3 つの州にまたがるアメリカで最も古い国立公園で、
1872 年に
指定されました。
アメリカで最も多様な地形が見られる場所の 1 つです。

宿泊地：ワイオミング州イエローストーン国立公園

ワイオミング州ミリオン・ダラー・カウボーイ・バー

ワイオミング州
イエローストーン国立公園
9 日目

イエローストーン国立公園の冒険は早朝から始めましょう。
ここには 500 の間
欠泉、290 の滝があり、
バッファロー、
ムース、
グリズリーベア、
オオカミなどの
野生動物が生息しています。
グランドループ（Grand Loop）を車で走ると園内
の主要箇所を巡ることができます。
世界で 3 番目に大きな熱水泉であるグラ
ンド・プリズマティック・スプリング
（Grand Prismatic Spring）は、非常に鮮や
かな色彩を帯びていることから、人気の撮影スポットとなっています。有名な
オールドフェイスフル（Old Faithful）の間欠泉は、約 90 分おきに噴出し続け
ています。
イエローストーンのグランドキャニオン
（Grand Canyon）とロウアー

滝（Lower Falls）を見渡せるインスピレーションポイント
（Inspiration Point）
とアーティストポイント
（Artist Point）からは素晴らしい景色が広がり、
いずれ
も車でアクセスできます。
ヘイデンバレー（Hayden Valley）では、園内の野生
動物のほとんどが見られることでしょう。
動物たちが活動的になる早朝か夕方
の早い時間に到着するように計画しましょう。

宿泊地：ワイオミング州イエローストーン国立公園

ワイオミング州、
イエローストーンのグランドキャニオン

アイダホ州スネーク川

アイダホ州イエローストーン国立公園から
アイダホ州ポカテッロへ
10 日目

2 時間 45 分／256 キロメートル

イエローストーン国立公園の西出口から出たら南へ向かってアイダホ州に入
り、
アイダホフォールズを訪れます。
スネーク川（Snake River）の河岸に沿って
延びるアイダホ・フォールズ・グリーンベルト・トレイル（Idaho Falls Greenbelt
Trail）を散策しましょう。
トレイル沿いにたくさんあるレストランの 1 つで、川辺
のランチを楽しんだら、
スネーク川沿いを南西に進み、
フォートホール国定歴
史建造物（Fort Hall National Historic Landmark）を訪れましょう。
ここはト

レイル上で最も重要な場所の 1 つであった砦の跡地です。
この砦の複製をポ
カテッロで見ることができます。
夜は、
オールド・タウン・ポカテッロ（Old Town
Pocatello）の昔話に登場する建物の中に入ってみましょう。
ブティックやギャ
ラリーを巡り、地元のレストランでデイナーを楽しみます。

宿泊地：アイダホ州ポカテッロ

アイダホ州、旧アイダホ刑務所

アイダホ州ポカテッロからアイダホ州ボイジーへ
11 日目

3 時間 30 分／377 キロメートル

オレゴントレイルに沿って、
マジックバレー、サウザンドスプリングス、サーモ
ンバレー、
ハガーマン化石層国定公園（Hagerman Fossil Beds National
Monument）などを通り西へ向かいます。オレゴントレイルは化石層を横
断していて、開拓民たちが付けた幌馬車の轍が今もくっきりと残っていま
す。
グレンズフェリー近くのスリー・アイランド・クロッシング
（Three
Island
Crossing）は、
このトレイルの最も危険な箇所の 1 つでした。
幸いにも、
この
地に住んでいたアメリカ先住民たちが、島と島の間の浅瀬を渡る際に開拓民
たちのガイド役を務めてくれました。
スネーク川を渡ったら、州都ボイジーを

目指しましょう。西部の悪名高い犯罪についての話を聞きたいなら、旧ア
イダホ刑務所（Old Idaho Penitentiary）は外せません。
オールドタウン
地区のメインストリートとグローブストリートには、オレゴントレイルの当
時のルートを記念する標識のほかに、お店やレストラン、
ブルワリーなど
が軒を連ねています。

宿泊地：アイダホ州ボイジー

アイダホ州ボイジーから
ワシントン州フォート・ワラ・ワラへ
12 日目

4 時間／406 キロメートル

ボイジーの北西部は、当初ボイジー砦（Fort Boise）があった場所です。
砦は洪水によって破壊さ
れ、現在は標識のみが残されています。当時の砦の複製がパルマの町の近郊にあります。
この砦や
博物館を訪れると、当時のオレゴントレイルの様子を垣間見ることができることでしょう。北西に向
かいベーカーシティを訪れ、歴史地区の家々や建物を見学します。
この町を出発する前に、国立ヒス
トリック・オレゴン・トレイル案内センター（National Historic Oregon Trail Interpretive Center）
でピクニックランチはいかがでしょう。
トレイルに関する展示もあり、
より深く学ぶことができます。
フ
ラグスタッフヒル（Flagstaff Hill）の頂上からは、
バーチューフラット
（Virtue Flat）やトレイルに残さ
れた轍、周りを取り囲むベイカーバレー（Baker Valley）の素晴らしい景色が広がります。
ハイキン
グをしながら幌馬車の轍をより近くで見学するのもよいでしょう。
初期の開拓民にとって、遠くに見え
るブルーマウンテンズ
（Blue Mountains）は、
ウィラメットバレーでの旅の終わりを示すものでした。
そのまま北西に進んでワシントン州に入り、
ワラワラを訪れます。
ここは後にワラワラ砦（Fort Walla
Walla）の名で知られることになるネズペルセ砦（Fort Nez Perce）があった場所です。
歴史あるメイ
ンストリートには、地元のワイナリーが 100 軒ほどあり、
ワインの試飲が楽しめます。

宿泊地：ワシントン州ワラワラ

ワシントン州ワラワラから
オレゴン州オレゴンシティへ
13 日目

4 時間／406 キロメートル

ワラワラの町からすぐの場所にあるのが、
ホイットマンミッション国定史跡（Whitman
Mission
National Historic Site）
です。
ホイットマン一族は最初にロッキー山脈を越えた開拓民たちで、
彼ら
の後に続く移民者たちのためにオレゴントレイルのルートを確立しました。
オレゴン州に入り、
コロ
ンビア川渓谷（Columbia River Gorge）に沿って西に進みます。
陸路の旅の終点ザ・ダレスに到着
する前に、幌馬車の轍が見られる最後のポイント、
ビッグズジャンクソンに立ち寄りましょう。
初期の
入植者たちは、
この場所からいかだを使ってコロンビア川を進まなければなりませんでした。
川に
は急流が多く、危険を冒しながら目的地であるオレゴンシティを目指しました。
後になって、
ヒストリ
ック・バーロウ・ロード
（Historic Barlow Road）も利用することができるようになりました。
オレゴ
ン州初の有料道路で、
フッド山（Mount Hood）の周りを通ってオレゴンシティに入る遠回りのルート
でした。
料金所の複製をロドデンドロン地区で見ることができます。

宿泊地：オレゴン州オレゴンシティまたはポートランド

オレゴン州フッド山から

オレゴン州オレゴンシティへ

14 日目

オレゴントレイルの最終地点、オレゴンシティ。
インディペンデンスを出発して
から 6 ヵ月、3492 キロメートルの道のりでした。
ポートランドのちょうど南に位
置するこの街は、当初、
ウィラメット川（Willamette River）の有名な滝の名前
にちなみウィラメットフォールズと名づけられました。
エンド・オブ・ザ・オレゴ
ン・トレイル・インタープリティブ＆ビジター・インフォメーション・センター（End
of the Oregon Trail Interpretive & Visitor Information Center）
で、
インタ

ラクティブな体験をしながら、
オレゴンシティでの旅の終わりをお祝いしましょ
う。
ここでは展示や、工芸品のデモンストレーション、
ストーリーテリング、再現
芝居などが行われ、初期の入植者たちの偉業と、彼らの勇気と冒険心を称え
ています。

宿泊地：オレゴン州オレゴンシティまたはポートランド

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の当サイトをぜひご利用ください。
GoUSA.jp

ウィラメット滝オレゴン州

