
アラスカ州ウィテ
ィア市

西洋人がここに来るずっと前からチュガッチ・エスキモー
は魚を求めてプリンスウィリアム湾とクック湾のターナゲ
ン入り江を分ける峠を越えた。その後、金鉱掘師達がその
道を通ってターナゲン入り江の金鉱脈に達した。

現在アリューティクと呼ばれるチュガッチ・エスキモーは氷
河が後退し始めた５千年前頃にプリンスウィリアム湾に移
動してきた。アリューティクは水上の人々で、狩猟と漁猟を
主にしていた。彼らと湾をシェアしていたイーヤク族は、ア
ラスカ内陸部からやってきて海岸沿いに居住した。

これら初期の人々は木の家に住み、小さな集落を形成して
いた。彼らは衣服をラッコやアザラシから作り、草やトウヒ
の根でバスケットを編み、石、骨、木や貝を使って道具を作
った。今日、湾内には約１０００人のネイティブたちが住
んでおり、伝統的自給自足の生活をしているものや、アラ
スカ先住民族所有の大手企業に勤めているものがいる。

ジェームズ・クック船長の航海中に、ジョン・ウェ
ーバーによって描かれた「プリンスウィリアム湾
の男」

最初の人  々

１７４１年：デンマークの航海士 ヴィータス・ベーリングは、
ロシア海軍に従軍した時にアラスカを発見した。ドイツの有
名な動植物学者、ゲオルグ・ウィルヘルム・ステラは、ベーリ
ングと同じ調査隊の一員だったが、ウィティアの南東約１６
０kmにあるカヤック島に上陸した。彼の名前はステラ・シー
ライオン、ステラ・ジェイ、ステラ・アイダー、ステラ・イーグル
に付けられていてよく耳にする。

１７７８年：ジェームズ・クック船長は５月１２日にこの湾を
訪れ、ここをサンドイッチ湾と呼んだが、英国海軍はキング・
ジョージ３世の三男プリンス・ウィリアム・ヘンリーにちなん
で改名した。

彼が先住民族と交易をする間、後に「バウンティ号の反乱」で
知られる事となるウィリアム・ブライは小船を使い、この湾が
北西航路ではないと判断した。１９８９年にエクソン・バル
ディーズ号が原油流出事故を起こしたのがブライ・リーフと
呼ばれる場所である。

１７９４年：ジョージ・バンクーバー船長は、本日航行する地
域を含む湾の東西のほとんどを地図に収めた。彼はクック調
査隊では航海実習生だった。

１８９９年：エドワード・ハリマンは当時のアメリカで最も力
を持つ人物の一人だったが、医者の「休養が必要」の診断に
基づき、アラスカへの休暇の旅を始めた。彼は一人で行く代
わりに、極地専門家、植物学者、生物学者、動物学者、地質学
者、地理学者、芸術家、写真家、鳥類学者と執筆家たちを連れ
て行った。

ジョン・ミュアはアラスカ沿岸の探検をしたので有名な蒸気
船ジョージ W. エルダー号に乗船していた科学者たちの一人
である。この探検で６００種の生物があたらに発見されたと
されている。この航海での多くの発見が本になって出版され
た。ハリマン探検隊（１９０１－１９１０）、ハリマン・アラス
カシリーズ、ニューヨーク：ダブルデイ、ページ＆カンパニー

大航海時代

トンネル名はメイナード山鉄道路線建設の立役者であ
る陸軍技師にちなんでいます。

街の中にそびえ立つ二つの建物は、第二次大戦中に建
てられました。１４階建てのビギッチタワーは、３００
人に満たないウィティアの住民ほとんどが住んでいま
す。もう一方のバックナービルは１９６４年の大地震
のダメージで廃墟と化してしまいました。

１９６４年の大地震1964 Earthquake
１９６４年に起きた大地震の震源地はカレッジフィヨ
ルドの１０km東でした。この地震は９．２リヒタース
ケールを記録し、約４分続いたということです。この時
の主な被害は、津波によるものでした。

アラスカ州ウィティア市 Whittier Alaska
ウィティアはプリンスウィリアム湾の西の玄関口で、活気
に満ちた休養地です。クルーズの寄港地として賑わうこ
の港は、チュガッチ国有林と穏やかな海のプリンスウィ
リアム湾を探検する多くの方法を備えています。 
ウィティアへのアクセスであるアントン・アンダーソン記
念鉄道トンネルは第二次世界大戦中、アラスカ内陸部
への物資供給のために１９４１年から４２年にかけ
て米軍により発掘され、２０００年には鉄道線路と道
路併用の北米最長のトンネルに変えられました。

素晴らしい写真
を撮るには！

CONNECT WITH #26GLACIERS OR POST A REVIEW  

- Fi
Eye-Fi

"In every walk with nature one receives 
      far more than he seeks." - John Muir

常に準備万端であることです。カメラまた
は電話、充電用のUSBコードは必須です。
氷河見物は電池の消耗が早いのです。

周りを見回すことも大切です。周囲360°
すべての壮大な景観をご堪能ください。
五感を通してアラスカの壮大さを感じて
ください。氷河の音に耳を傾け、あなた
を見つめている野生動物たちを見返して
あげてください。大自然の香りのする新
鮮で清潔な空気で肺を満たしてください。
そして氷河の氷を味わってみてください。

写真撮影のヒント。
1. 視点を変えさまざまな角度から写真を
撮りましょう。
2. 主焦点をフレームの3分の1に位置さ
せます。
3. 画面をタップして、露出バランスを自動
調整させましょう。
4. シャープな画像の写真を撮るために、
息を吐きながら動かないようにしまし
ょう。

*他への配慮を忘れず、自撮り棒は３０
cm以上伸ばさないようにしましょう。

プリンスウィリ
アム湾  

フィヨルドの景観
プリンスウィリアム湾
チュガッチ国有林

皆様
ようこそ！ CAPTAIN’S

 LOG

907-276-8023

ブラッドとヘレン・フィリップスがフィリップスクルー
ズ＆ツアーズ社の創業者であり、１９６４年に失わ
れてしまった８５フィートのジプシー号で、バルディ
ーズとウィティア間のクルーズを始めたパイオニア
です。１９８５年、よりスムーズな体験をお客様にし
ていただくため、 高速双胴船をアラスカで最初に導
入しました。
 
２６氷河クルーズは１９８７年
に開発され、１９９９年にクロ
ンダイク・エクスプレス号が
登場、フィリップス氏はクロンダ
イク・エクスプレス号のバーに
ある先住民族をデザインしたア
ルミの彫刻面作成を彫刻家 
シャノン・リー に依頼しました。
このシリーズは、湾内の最も顕著な３つの気候：風、
雨、雪を表しています。彫刻はビーバー、クマ、クジ
ラそしてトーテムポールが含まれています。ブラッド
は２００９年に８４歳で亡くなり、ヘレンはその翌年に
旅立ちました。クロンダイク・エクスプレス号は彼ら
のアラスカ旅行業界への永遠の贈り物なのです。
 
グレーシャークエスト号は２０１２年に参入しました。
ブラックストーンベイまでの航路が開拓され、グレー
シャー・クエストクルーズと命名されました。２０１９
年にはブレーベスト号が２６氷河クルーズの航路に
追加され、サウンド・エンデバー号が最大１２名で
の豪華ヨットアドベンチャーを提供するために配備
されました。

当社の歴史

無料クルーズガイド

www.26glaciers.com    HARBOR SEAL

20
15

   •
   2

016   • 
  HALL of FAME   •   2017   •   2018

CERTIFICATE of
EXCELLENCE

本日の航海では皆様をそびえ立つ氷河と原初の水路
が入り組んだ大自然へとお連れします。プリンスウィリ
アム湾は１５００万年も氷河活動で削られてできた米
国最大の海洋生態系を保っています。湾は６０８０km
もの海岸線、１７のタイドウォーター氷河を含む１００
以上の氷河と３０種の陸上哺乳類、１２種の海洋哺乳
動物、そして２２０種以上の鳥類を内包しています。５
種類すべてのシャケもここプリンスウィリアム湾で見る
ことができます。

プリンスウィリアム湾はチュガッチ国有林に
囲まれています。ここはアラスカトウヒやア
メリカツガの木が生い茂る北米最北の雨林
地帯です。チュガッチ国有林は２２０万エー
カーのネリーファン・カレッジフィヨルド自
然研究地区を含む５４０万エーカーの米国
２番目に大きな国有林です。 

私たちがプリンスウィリアム湾のすばらしく
美しい景色を発見したり、遭遇するたびに、
この筆舌に尽くし難い地が私たちの故郷で
あることに気づかされます。

本日はご乗船、本当にありがとうございま
した。

フィリップスクルーズ＆ツアーズ一同
Sincerely,
Phillips Cruises & Tours, LLC

皆様ようこそ！

ご乗船ありがとう
ございます！

DISCOVER 

大接近
船内では高倍率の双
眼鏡を貸し出しており
ます。
バーのクルー達が、本
日のクルーズ中に使
用できるようご用意し
ております。

氷河の氷入りアイスマル
ガリータをどうぞ
１階デッキにあるギャレ
ーは、出航後すぐに営業
開始です。アルコール飲
料、ソーダ、ホットチョコレ
ート、スナックなどをご用
意しています。

感動体験

ギフトショップもお見
逃しなく
ぬいぐるみ、帽子、シ
ャツなど取り揃えてお
ります！



TIDEWATER  |  タイドウォーター氷河　自重の圧力により氷
河が前進し、海に氷の塊が落ち込む「崩落」現象を見せて
くれる。海に浮かぶ氷塊はとても重く、全体の１０～１５
％が水面上に見えているだけである。例：ブラックストー
ン、ベロイト、ハーバード、ハリマン、サプライズ、バリー、
コックスなどの氷河。

HANGING  l  ハンギング氷河　高い山の斜面や台地から始
まり、山の側面に引っかかって形成され、メインとなる氷
河の流れまでの一部を流れ落ちている。例：ウィティア、ノ
ースランド

VALLEY  l   渓谷氷河　このタイプの氷河は、山々が作る壁
の間にできた渓谷を流れています：例：ビリングス

氷河タイプ 

チュガッチ国有林
森林管理官 
USフォレストサービスとのパートナー
シップにより、チュガッチ国有林森林
管理官のレンジャーが乗船し、プリン
スウィリアム湾の野生動物、氷河、地
理に関しての解説をいたします。

ジュニアレンジャー
学齢未満のお子様に、ジュニア
レンジャーのアクティビティブッ
クが配布されます。クルーズが終
わるまでにアクティビティブック
を完成させた子供たちは、国有
林を守るための誓約に参加し、
ジュニアレンジャーバッジを獲
得することができます。
 

私たちのクルーズはプリンスウィリアム湾の西の玄関口、ウィティアから出航します。パッセージ
カナルを東へ向かい、２６氷河クルーズはデシジョンポイントでエスターパッセージへ向かい、
その後カレッジフィヨルド、ハリマンフィヨルドへと向かいます。グレーシャークエストクルーズは
南へむかい、ショットガンコーブとブラックストーンベイの滝や氷河を見に行きます。

２６氷河クルーズ航路
２２５kmの航路をたった５時間でカバーしてしまう高速船クロンダイク・エクスプレス号で、
エッグロック、またはポートウェルズのペリー島でトドの群れを観察します。北に進路を変えて、
小さな船しか行けない、高い山々に守られた狭い水路のエスターパッセージを通ります。

広大な景色のカレッジフィヨルドは北西側の氷河に有名女子大、南西側に有名男子校の名がつ
いています。次に向かうハリマンフィヨルドには、アメリカの鉄道王、エドワード・ハリマンが名付
けた氷河が多く存在し、その中のサプライズ氷河、ハリマン氷河とバリー入江の氷河群を見るこ
とができます。乗客が氷河の崩落を目撃できるように、船長はこの氷で埋め尽くされた水面を慎
重に航行し、できるだけ氷河に近づこうとします。

グレーシャークエストクルーズ航路
このクルーズでは７２kmにわたる美しい景色を堪能します。ショットガンコーブの名前の由来を
学び、古いフェリーボート「レスキー」の姿を確認します。それから山岳氷河に覆われたそびえ立
つ山々から数多くの滝がまるでリボンのように流れ落ちるブラックストーンベイへと向かい、ブラ
ックストーン氷河やベロイト氷河などのタイドウォーター氷河では船長ができるだけ氷河に近づ
きます。その後、船はウィティアへと戻ります。

ラッコ  (Enhydra lutris kenyoni)
イタチの仲間であるラッコはこの湾に１万
２千頭生息 しており、「プレイボーイ」とか
「グッドタイムガール」と考えられている。
海洋性野生動物の中では最小だが、体長
は１２０cmから１５０cm程になる。
   

ゼニガタアザラシ(Phoca vitulina) 
ゴマフアザラシ属のゼニガタアザラシは日
本沿岸にも棲息する、詮索好きな神秘的な
動物で、体長１８０cmを越えるものもおり、
体重も５５kgから１６８kgになるものまで
いる。毛皮は白から濃い灰色まで様々なバ
リエーションがある。

ウミバト (Cepphus columba)
ウミバトはウミバト属チドリ目ウミスズメ科
に分類する鳥類の一種。３種類いるウミバ
ト属の中でケイマフリと最も近い種である。

ミツユビカモメ  (Rissa tridactyla)
ミツユビカモメはこの湾に最も多く生息す
る鳥類である。ウィティア近くのパッセージ
カナルのコロニーには一万羽以上の鳥が
崖に巣を作っている

ハクトウワシ (Haliaeetus leucocephalus)
アメリカの国鳥であるハクトウワシは、魚を
好む。この湾には通年いるものと季節にな
るとやってくるものを合わせ、約６千羽のハ
クトウワシがいる。

トド (Eumetopias jubatus)
トドは鰭脚類の中で最大の動物である。雄
は体重９００kg以上で体長３m以上にな
る。成獣は首が太く、堅くて長いたてがみが
ある。

イシイルカ (Phocoenoides dalli) 
イシイルカは北太平洋でのみ見られる。太
い体に小さな頭が大変特徴的で他の種と
見分けがつきやすい。３０ノットの速さで
泳ぐことができる。

シロイワヤギ  (Oreamnos americanus)
シロイワヤギは北米唯一のユニークな有蹄
類でRuplicaprinaeと呼ばれる。彼らは比較
的短い角を持ち、荒涼とした地形に生息す
る。成獣の雄の体重は１１８kgになる。
 

クロクマ  (Ursus americanus)
クロクマは本日の航路の北・西海岸に多く見
られる。成獣は肩までの高さが約７５cmで
鼻からしっぽまではの長さが約１５０cm程
になる。

ザトウクジラ  (Megaptera novaeangliae)
ザトウクジラはヒゲクジラ科のクジラで体長
の２５～３０％にもなる大変長いヒレを持
つ。成獣の体長は１６．８mにもなり、体重も
４０トンになる。冬を主にハワイで過ごし、ア
ラスカまで約４０日で平均４５００kmも移
動するが、これは通年の移動距離としては動
物最大である。
 

シャチ (Orcinus orca) 
シャチはイルカの仲間では最大種である。成
獣は体長８m、体重１０トンにもなる。１６
０頭以上ものシャチが８つの群れに分かれ
て、プリンスウィリアム湾とキナイフィヨルド
国立公園に棲息する。

サスクワッチ (Disambiguation)
ビッグフットとも呼ばれる猿のような生き物
で北米の民間伝承に登場する。もしこれを
発見したら是非教えてください。

PHILLIPS CRUISES & TOURS, LLC

LIST OTHER ANIMALS YOU SAW ON YOUR TRIP:

SEA OTTERS
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今日は何を見た？   Voted 
  “BEST TOUR EXPERIENCE” 
                                           
                                       

- Anchorage Bed & Breakfast Association 
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Whittier

氷河はどうやって形成される？
氷河は、毎年溶けて失くなるよりも積もる雪が多い地域に形成されます。すべての氷河には、雪が堆積する地
域： 積雪ゾーンと、雪と氷が失われる地域である削磨ゾーン（アブレーションゾーン）があります。

      積雪ゾーン
高高度で雪が積もる。

1

      雪が氷に変化
雪は次第に自重で氷になる。新しい降雪が前季に積もっ
た雪を圧縮する。

      支流氷河
大きな氷河に流れ込む小さな氷河。

      中間モレーン（氷堆石）
一筋のモレーン（氷堆石）が谷間の中心を流れる。それ
は、隣接する2つの氷河が合流するとき、谷側の端の石
などの破片が氷河の表面に運ばれて形成される。

      側面モレーン（氷堆石）
氷河の縁に落ちる岩石の産物。落石は、岩壁の
霜による風化と氷河侵食による断崖の過度の
急勾配化の結果であり、それが岩盤斜面の崩
壊を招く。岩屑は氷河の縁に沿って運ばれ、 河
口に向かって動く。

5

      終点
氷が溶ける速度が氷河上流地域での積雪速度
に取って代わることができなくなると氷河は最
大長に達する。氷の溶ける量が積雪量を超える
と氷河が後退し、降雪量が氷の損失量を超える
と氷河が前進する。
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氷河が青いのはなぜ？   |  何年にもわたる圧縮
は、氷の結晶の間の小さな空気の泡を押し出すこと
によって、非常に密度の濃い氷を徐々に形成する。こ
の密度の高い氷は長い波長の光を吸収するが、短い
波長の光は透過し、青色を反射して散乱させる。氷の
内部に多くの小さな気泡が閉じ込められていると、氷
河の氷は白く見える。
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野生動物を見つける
プリンスウィリアム湾の水は様々な野生動物に栄養豊富な
環境を提供しています。ここでは天気と野生動物は頻繁に
変わります。私たちは航海中に見ることのできるこれらの野
生動物を識別するために写真と情報をご用意しました。

どちらのクルーズもウィティアからパッセージカナルの対岸
にあるミツユビカモメの繁殖地に立ち寄ります。ここでは１
万羽以上の鳥が崖に巣を作り、卵を産み、魚を獲り、若い雛
が冬に備えて南へと飛んでゆくために必要なサバイバル技
術を教えています。

““How many otters
do you see?

A Special Publication of the Anchorage Daily News; Sources USGS
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