
西部  The West
面積　1,516,161平方マイル（3,926,839 平方キロメートル） 人口　63,494,357
18歳未満の青少年　15,783,724 外国生まれ　13,061,139
ネイティブ・アメリカン　847,239 最も人口の多い都市　ロサンゼルス

白頭ワシ　白頭ワシは、米国内ではアラスカ州に最も多く、約５万羽が生息している。白頭ワシは、えさとな
るサケの多い米国北西岸に多く繁殖している。

シロクマ　世界中のシロクマの10％以上がアラスカに生息する。

マッキンリー山　海抜6194メートルのマッキンリー山（別称「デナリ」）は、米国そして北米の最高峰である。

石油生産　プルドー・ベイ油田は、米国で発見された最大の油田である。同油田から米国本土48 州に石油
を輸送するため、1977年にトランス・アラスカ・パイプラインが完成した。

サーフィン　ハワイ州（特にオアフ島北岸）は、３月から10月にかけて、高さ15メートルに及ぶ波が発生し、
世界中からトップ・サーファーが集まる。

ヤシの木とパルメットヤシ　ヤシの木は、カリフォルニア、ハワイ、フロリダの各州で見られる。サウスカロラ
イナ州は、その州木「サバル・パルメット」にちなんで「パルメット・ステート」とも呼ばれる。

ゴールデンゲート・ブリッジ　太平洋からサンフランシスコ湾への入口となるゴールデンゲート海峡にかかる全
長2737メートルのつり橋。米国土木学会により、「近代の七不思議」のひとつに指定されている。

ルート66　「米国の目抜き通り」や「マザー・ロード」とも呼ばれるルート66（国道 66号線）は、1926 年
に完成した米国初の「大陸横断」高速道路である。イリノイ州シカゴ市からミズーリ、カンザス、オクラホマ、
テキサス、ニューメキシコ、アリゾナの各州を通って、カリフォルニア州ロサンゼルス市まで、全長は4000キ
ロメートル近い。州間高速道路網の発達により、1985 年に閉鎖された。

技術産業　カリフォルニア州サンタクララ郡は、技術産業の中心地「シリコンバレー」の中核となっている。シ
リコンバレーという名称は、1970年代にシリコンチップ・メーカーが集まっていたことに由来する。同郡クパチー
ノ市に本社を置くアップル社は、世界で最も価値の高い公開企業である（2012年現在）。

映画制作　1914 年までには、ロサンゼルス市のハリウッド地区およびその周辺に数社の映画スタジオが設立
されていた。第１次世界大戦が終了するころには、「ハリウッド」と言えば、米国映画のスタイルを指すようになっ
ていた。

ブドウ園　カリフォルニア州は、世界第４位のワイン生産量を誇り、米国のワイン生産の90％を占める。

リンゴ　ワシントン州は全米一のリンゴ生産州で、米国のリンゴ生産量の約 60％を占める。

材木　オレゴン州の総面積 2500万ヘクタールのうち半分近く（1200万ヘクタール強）は、森林である。米
国は世界最大の林産物生産国・消費国であり、世界の生産・消費の約４分の１を占めている。

セント・ヘレンズ山　ワシントン州シアトル市から南へわずか250キロメートル、オレゴン州ポートランド市か
らは北へ175キロメートルに位置するセント・ヘレンズ山は、標高2550メートルの活火山である。1980 年５
月の大噴火は多大な被害を及ぼした。1982年に、調査・教育を目的とする総面積４万4500ヘクタールのセ
ント・ヘレンズ火山国定公園がオープンした。米国地質調査所が、同火山における地震、隆起、ガス噴出など
を観測している。

ロッキー山脈　標高4400メートルを超えるロッキー山脈は、北米大陸の分水嶺に沿って米国とカナダにまた
がっており、登山、野生生物調査、スキーなどのために世界中から旅行客が集まる。

グレイシャー国立公園　1910 年以来、モンタナ州のロッキー山脈北部に、総面積40万ヘクタールを超える
森林、高山草原、湖、険しい連峰、そして氷河によって刻まれた谷間が保存されている。ここでは、ハイイロ
グマの調査、環境に敏感な魚類の生態調査、山火事の被害査定、そして全米有数の地球気候変動調査が行
われている。

ヘラジカの群　ロッキー・マウンテン国立公園には、何千頭ものヘラジカが生息している。ヘラジカは、1800
年代末に絶滅の危機に瀕したが、その後回復した。

ジャガイモ　アイダホ州は、スネークリバー平原のかんがい地をはじめ、米国有数の豊かな農地に恵まれている。
ジャガイモは、ほとんどアイダホ州の代名詞のようになっており、同州は全米のジャガイモ生産量の約３分の１
を占めている。

アーチーズ国立公園　ユタ州東部にあるアーチーズ国立公園は、総面積310 平方キロメートルの砂漠地帯か
ら成り、その中に砂岩でできた天然のアーチがいくつもある。同公園は、1929年に国定記念物として設立され、
1971年に国立公園となった。赤い砂岩が浸食されて、尖塔、窓、アーチなど、さまざまな珍しい形になって
いる。

バレル・レーシング　ワイオミング州では、米国西部の伝統や文化が今も生活の一部となっている。1897年
から毎年開催されているシャイアン・フロンティア・デーズのフェスティバルでは、ブロンコ・ライディング、ブル・
ライディング、カーフ・ローピング、バレル・レーシングなどの競技が行われる。

イエローストーン国立公園　米国で最も古く、またおそらく最も有名な国立公園。公園内には、世界で最も多
くの間欠泉が集まっている。イエローストーン国立公園は1872年３月１日、連邦議会によって設立され、ワイ
オミング州北西部、モンタナ州南部、およびアイダホ州東部にまたがっている。

歴史的な鉄道　1862年に連邦議会は、ミシシッピ川流域と太平洋岸を結ぶ鉄道２本の建設を承認した。１
本はネブラスカ州オマハ市から西へ向けて1619キロメートル、もう１本はカリフォルニア州サクラメント市から
東へ向けて建設された。この２本の鉄道は、1869 年５月10日、ユタ州プロモントリー市で結合され、最後
に金製の犬釘が打たれて、大陸横断鉄道が完成した。

ラスベガス　米国西部で 20世紀に作られた唯一の大都市。この砂漠の中のリゾート都市は、20世紀末まで、
全米で最も急成長を遂げた都市圏だった。起業家精神、水へのアクセス、発達した交通網、そして緩い州法
といった要因により、「ベガス」には、ぜいたくなカジノ、豪華なホテル、華麗なエンターテインメント施設な
どが集まるようになった。

フーバー・ダム　1930 年から1936 年にかけて建設されたフーバー・ダムは、米国で最も高いコンクリート
製のアーチ式ダムである。洪水や沈泥の制御、発電、農業用かんがい、家庭用給水などに使われているが、
主要な観光施設でもあり、年間100万人近い観光客が訪れている。

南西部  The Southwest
面積　564,719 平方マイル（1,462,615 平方キロメートル） 人口　37,348,108
18歳未満の青少年　9,943,176 外国生まれ　5,410,217
ネイティブ・アメリカン　982,410 最も人口の多い都市　ヒューストン

グランド・キャニオン　アリゾナ州北西部の高原地帯にコロラド川によって作られたグランド・キャニオンは、
その美しい形状と色彩で知られている。峡谷の外壁の間には、多くの壮大な山頂、ビュート、渓谷などがある。
峡谷の幅は約160メートルから29キロメートル、全長は446キロメートルである。

インディアンの文化　アリゾナ州の約４分の１は、インディアン部族の土地であり、そこにはナバホ国家、ホピ
部族、トホノ・オオダム国家、アパッチ部族、ヤキ族のほか、ヤバパイ、ケチャン、フアラパイなどのユーマン
部族が集まっている。米国のアメリカ・インディアンの25％以上が南西部（主としてオクラホマ州とアリゾナ州）
に住んでいる。

バルーン・フィエスタ　アルバカーキ・バルーン・フィエスタは、毎年10月に開催される。たくさんのバルーン
が空に上がり、バルーン・レース、花火大会、競技会、各種のショーなどカラフルなイベントが行われる。

インディアンのプエブロ　プエブロ文化（アナサジ文化とも呼ばれる）は、アリゾナ、ニューメキシコ、コロラド、
ユタの各州の接する地域に存在した有史以前の文化である。その子孫が近代のプエブロ民族（ホピ、ズニ、ア
コマ、ラグナなどの各部族）であり、その多くは現在も、13世紀末から14世紀初めにかけて建てられたアドー
ビれんが造りの多層住宅に住んでいる。

バイソンの群　バイソンは、大平原地帯を象徴する動物である。「バッファロー」と呼ばれることも多いが、そ
れは誤りである。バイソンは強大な動物であり、北米に生息する動物の中では最も体重が重い。イエローストー
ン国立公園は、米国で唯一、先史時代から途切れることなくバイソンが生息している地域だとされており、米
国の公有地では最も多くのバイソンがいる。

アラモ　テキサス州サンアントニオ市にある18世紀のフランシスコ会修道士の伝導所。1836 年、メキシコか
らの独立戦争でテキサス軍兵士が少人数でアラモに立てこもり抗戦したことは有名な史実である。アラモは当
初、1716 年から1718 年までの間に創設されたサンアントニオ・デ・バレロ伝導所のチャペルだったが、
1700 年代末までには廃墟となっていた。抗戦したテキサス軍兵士たちは破れたが、アラモは今もテキサス州
では勇敢な行動の象徴となっている。

ロングホーン牛　「旧西部」の生きた象徴であるテキサス・ロングホーン種の牛は、米国で最も古い牛の品種
のひとつである。1900 年代までにはほぼ絶滅していたが、1927年に連邦政府、テキサス州、ネブラスカ州、
およびオクラホマ州が、ロングホーン保護のために野生生物保護区を設立したため、復活した。

カウボーイ　南北戦争後の経済成長により、西部産の牛肉の需要が増えた。西部では、1800 年代に牛が自
由に放牧され、急速に繁殖していた。1866 年～1886 年までの間に、テキサス州から米国北部・東部の市場
まで、一人で牛の群を誘導していく牛追いの姿は、国民的な英雄として、そしてワイルド・ウエスト（開拓時代
の西部）の象徴としての「アメリカン・カウボーイ」の伝説を生んだ。

石油生産　テキサス州は、米国最大の産油州であり、第２位以下はノースダコタ、アラスカ、カリフォルニア
の各州が続いている。2012年10月のテキサス州の産油量は日量 210万バレルで、2011年のピーク産油量
170万バレルより多かった。テキサス州の３分の２を超える地域の地下で油層が発見されている。

牛の牧場　1886 年から1887年にかけての冬の猛吹雪で何千頭もの畜牛が死んだため、放牧による畜牛産
業は突然終わりを迎えた。投資家は土地を買い、1870 年代に発明された有刺鉄線で囲った牧場で、残され
た畜牛を飼育した。牛は、新たに建設された鉄道で市場に運ばれるようになった。

中西部  The Midwest
面積　750,523 平方マイル（1,943,846 平方キロメートル） 人口　66,927,001
18歳未満の青少年　16,128,108 外国生まれ　4,461,557
ネイティブ・アメリカン　458,611 最も人口の多い都市　シカゴ

ラシュモア山　天然石の彫刻で知られる芸術家ガッツォン・ボーグラムが、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェ
ファーソン、セオドア・ルーズベルト、エイブラハム・リンカーンの４人の大統領の頭部をラシュモア山に刻んだ。
この彫刻は高さ18メートルもあり、1927年から1941年にかけて、サウスダコタ州のブラックヒルズにあるラ
シュモア山南東壁の花崗岩に刻まれた。ワシントンは米国の建国を、ジェファーソンは大陸における米国の拡
張を、ルーズベルトは国内の開発と国際的な影響力を、そしてリンカーンは南北戦争を通じた国家の維持を象
徴している。

チムニー・ロック　ネブラスカ州西部にあるチムニー・ロックは、1956 年に国立史跡に指定された。高さ
108メートルの円錐形の丘の上に、高さ37メートルの砂岩の尖塔が立っている。オレゴン・トレイルの主な道
しるべのひとつであり、ここまで来ると大平原が終わり、ロッキー山脈に入る。

インディアンの伝統　米国中西部の北部地域には、ヨーロッパ人が入ってくるまで、数多くのインディアン文化
があり、その名残として、複雑な構造の儀式用マウンドや銅製の道具などが残っている。五大湖周辺には、ヒュー
ロン、オタワ、チペワ（オジブウェ）、ポタワトミ、ウィネバゴ（ホーチャンク）、メノミニー、サクス、フォックス、
マイアミといった諸部族が住んでいた。

酪農製品　ウィスコンシン州は、人口で全米第20 位、面積では第23位であるが、チーズ生産では全米第１位、
牛乳の生産ではカリフォルニア州に次いで第２位である。ウィスコンシン州の牛乳生産量の約 85％は、チーズ
製造に使われている。同州に加えて、ミネソタ、ミシガン両州も、中西部の「酪農ベルト」を構成している。

ゴム産業　中西部は、米国の「パンかご（穀倉地帯）」として知られているが、製造業も盛んである。オハイオ
州は、ゴム製品の生産で全米第１位であり、同州アクロン市にはグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カン
パニーの本社がある。

ルート66　ルート66幹線保存計画およびその関連活動により、この伝説的な道路に沿って点在するネオン
サインが保存され、また道路のおよそ85％が走行可能となっている。道路沿いに独特の文化を作り出してい
る食堂、モーテル、そして観光客目当ての「キッチュ」な店は、第２次世界大戦後の米国に広がった楽観主義
を象徴する生きた歴史となっている。米国連邦道路局は、ルート66のアリゾナ、イリノイ、ニューメキシコ、
およびオクラホマ各州を通る部分を、国定シーニック・バイウェー（景観道路）に指定している。

ゲートウェー・アーチ　ミズーリ州セントルイス市にあるゲートウェー・アーチは、「西部への入り口」とも呼ば
れ、西部を開拓したパイオニアたちを称える記念碑である。ジェファーソン・ナショナル・エクスパンション・
メモリアル公園の中心的な存在であるこのアーチは、ミシシッピ川西岸にあり、高さ192メートル、幅も192メー
トル。観光客は、アーチに設置されたトラムで頂点まで上ることができる。ゲートウェー・アーチは、1947年
に設計され、1963 年から1965 年にかけて建設され、1967年にオープンした。

小麦　中西部は米国で最も小麦生産量の多い地域である。小麦は、大平原の「小麦ベルト」と呼ばれる地帯
の乾燥した気候に強い。小麦ベルトの中で最も小麦生産量の多いのはカンザス州、続いてノースダコタ州であ
る。このほか、サウスダコタ、ミネソタの両州も、小麦生産量で全米10 位以内に入っている。

農業　米国の農業州トップ10のうち８州（アイオワ、ネブラスカ、イリノイ、ミネソタ、カンザス、サウスダコタ、
オハイオ、インディアナ）が中西部にある。夏が長く暑い中央平原と大平原は、作物の生育期間も長い。

トウモロコシ　アイオワ州とイリノイ州は、トウモロコシ生産でそれぞれ全米第１位と第２位である。これらの
「コーン・ベルト」州は雨量が比較的多く、トウモロコシ生産に適している。このほか、オハイオ、インディアナ、
ミズーリ、ミネソタ、ネブラスカ、サウスダコタ、カンザス、ウィスコンシンの各州も、トウモロコシ生産が多い。

ヒマワリ　油脂用のヒマワリは、1970 年代には主要作物のひとつだったが、1980 年代には大豆にとって代わ
られた。しかし、消費者がヒマワリ油の方がヘルシーだと考えるようになり、ポテトチップスなどの食品加工
業者が、大豆油より値段が高くてもヒマワリ油を使おうとしているため、ヒマワリ油がカムバックしている。ノー
スダコタ州は、米国のヒマワリ生産の約半分を占めており、わずかの差でサウスダコタ州が続いている。

ルーン　ミネソタ州は、同州にはアラスカ州以外では全米で最もルーン（ハシグロオオハム）が多く生息する
として、ルーンを州鳥に指定している。ルーンは、マガモより大きいがガチョウより小さい水鳥で、太い首、長
く黒いくちばし、そして赤い目が特徴である。魚雷のような形をしており、獲物を求めて水面下を５分間も泳ぐ
ことができる。

ウィリス・タワー　今も、旧称「シアーズ・タワー」で広く知られている110 階建て高層ビル。シアーズ・ローバッ
ク・アンド・カンパニーのために建設され、1973 年にオープンした。高さはアンテナを除いて442メートル。
米国で最も高いビルである。2009 年には、103 階の展望エリアに、建物から1.3メートル突き出たガラス製
の箱４つが増築され、「ザ・レッジ」と呼ばれている。同年、ロンドンに本社を置く保険ブローカー会社ウィリス・
グループ・ホールディングズが、ビルの名前をウィリス・タワーに変えた。シアーズは1992年に同ビルから移
転した。

ロックンロールの殿堂と博物館　1995 年にオハイオ州クリーブランド市でオープンしたこの博物館は、ロック
音楽の歴史と文化的な意義を称え、ロック音楽を創造し演奏する人たちの貢献に敬意を表している。常設展示・
特別展示、リサーチ・ライブラリー、記録保管所があるほか、教育活動や会議の開催なども行っている。博
物館は、エリー湖畔にあり、総面積１万4000 平方メートルの建物はガラスと鋼鉄製の幾何学的なデザインで
ある。

モータウン・ミュージアム　米国音楽市場最も伝説的なレコード・レーベルとされているモータウン・レコーズ
社は、ミシガン州デトロイト市に本社があり、1959年に元自動車製造工でソングライターのベリー・ゴーディ・
ジュニアによって設立された。ポップ、ソウル、ブルースを融合したモータウンの独特のサウンドは、黒人音楽
に対する一般大衆の認識を根本的に変えた。デトロイト市のウエスト・グランド・ブルバード2648 番地にある
「ヒッツビルUSA」と呼ばれる建物が、1959年から1968 年までモータウンの本社であり、1985 年にモータ
ウン・ミュージアムとなった。

インディ500　世界有数の歴史と権威を持つ自動車レース「インディアナポリス500」は、毎年メモリアル・デー
の祝日にインディアナ州インディアナポリス市で開催される。およそ４キロメートルの楕円形のレーストラック
は、自動車メーカー各社がお互いの自動車を競い合わせてテストをするために、1909 年に建設されたもので
ある。レースは、世界大戦の期間中を除き、1911年以降、継続的に行われている。その間に出場規則も変わり、
現在では、インディカーと呼ばれるオープンホイール・カーのレースとなっている。

自動車産業　米国の実業家ヘンリー・フォードは1913 年、ミシガン州デトロイト市のフォード・モーター・カ
ンパニーで、近代大量生産方式を導入し、自動車産業の急速な発展を促進した。フォード社は、1926 年まで
には世界の自動車の半数を生産していた。今日、フォードはゼネラル・モータース社に次いで全米第２位の規
模の自動車メーカーである（第３位はクライスラー社）。このほかに、外国のメーカー10 社が米国内で自動車
を製造している。

南東部  The Southeast
面積　526,874 平方マイル（1,364,597 平方キロメートル） 人口　78,987,346
18歳未満の青少年　18,434,538 外国生まれ　7,689,239
ネイティブ・アメリカン　406,523 最も人口の多い都市　ジャクソンビル

植民地の議事堂　1699 年にバージニア植民地がその首都をジェームズタウンから計画都市ウィリアムズバー
グに移転し、1701年から1704 年にかけて、米国で初めての議事堂となる建物が建設された。1779年12月
24日、バージニア州議会が閉会し、翌年５月１日にはリッチモンド市の新たな議事堂で議会が再招集された。
ウィリアムズバーグの議事堂はその後焼失したが、市内にはその他の18世紀の建築物が数多く残っている。
1926 年には、ジョン・D・ロックフェラーが、当初の植民地議事堂の再建を始めた。

馬　馬は、バージニア州の農畜産物として第３位である。1700 年代に、バージニアの入植者たちは、それま
で使っていた背の低いずんぐりした馬に、優秀な英国の馬種を掛け合わせて、速く走れるようにした。これがきっ
かけとなって馬産業が確立され、今も成長を続けている。1997年から2007年までの間に、馬を扱う農場の
数は１万972から１万3520に増え、それ以外の農場数の減少を補った。バージニア州の馬産業地域では、
美しい景観のトレール、エリート馬の品評会、競馬、狩猟、シンコティーグの野生のポニーなどが見られる。

ブルーグラス　ブルーグラスは、1940 年代に米国アパラチア地域の伝統的なフォーク音楽から発展した独特
の音楽であるが、ブルーグラスという言葉が使われるようになったのは、ケンタッキー州（別称「ブルーグラス・
ステート」）のビル・モンロー率いるブルーグラス・ボーイズが人気を集めるようになってからのことである。古
典的なブルーグラスは、アイルランド、スコットランド、イングランドのダンス音楽やバラード、またアフリカ系
米国人のゴスペルやブルースから派生したもので、バンジョーの独特のサウンドが特徴である。

グレート・スモーキー・マウンテンズ　グレート・スモーキーズと呼ばれるこの山脈は、テネシー州ノックスビ
ル市からノースカロライナ州アッシュビル市まで続いている。総面積 2113 平方キロメートルのグレート・スモー
キー・マウンテン国立公園は1934 年、米国南部に残る最後の大規模な原生硬材林を保護するために設立さ
れた。同公園は、1976 年にユネスコ国際生物圏保存地域に、また1983 年には世界遺産地域に指定されて
いる。公園内には、標高2025メートルのクリングマンズ・ドームなど、アパラチア山脈有数の高峰がいくつか
ある。

ピーナッツ　米国は世界のピーナッツのおよそ10％を生産しており、年間20万～25万メートルトンを輸出し
ている。２位以下を大きく引き離して最も生産量の多い州はジョージア州である。以下、アラバマ、フロリダ、
テキサス、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ミシシッピ、バージニア、オクラホマ、ニューメキシコの各州
が続いている。

石炭　米国は、採鉱可能な石炭埋蔵量では世界第１位であり、石炭の純輸出国である。米国で生産される石
炭の３分の１以上はアパラチアの石炭産出地域からのものである。ウエストバージニア州は、その中でも最大
の石炭産出州であり、全米でもワイオミング州に次いで第２位である。

ライト兄弟　ノースカロライナ州キル・デビル・ヒルズの砂丘地帯にあるライト兄弟国立記念公園は、世界で
初めて空気より重い機械が動力による継続的な飛行に成功した場所を記念したものである。公園内には、ビッ
グ・キル・デビル・ヒルの記念碑、離陸地点を示す花崗岩の碑、最初の４回の飛行における各着陸地点を示
す碑、再建された1903 年のキャンプの建物、ビジター・センター、1902年のグライダーと1903 年のフライ
ヤーの展示などがある。

ケネディ・スペース・センター　1962年にフロリダ州東部のNASA打ち上げ管制センターに開設されたジョン・
Ｆ・ケネディ・スペース・センターは、1968 年以来、NASAによるすべての有人宇宙飛行の打ち上げ施設となっ
ている。センターには、充実したビジター・センターがあり、宇宙飛行の歴史の展示、数々の見学ツアー、そ
の他の一般客向けの活動が行われている。

かんきつ類の農場　フロリダ州は全米一のかんきつ類生産州であり、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、
タンジェロ、タンジェリン、マンダリンなど、全米のかんきつ類の 65％を生産している。第２位はカリフォルニ
ア州で約32％、その他をテキサス、アリゾナ両州が占めている。

オザーク地域の滝　アーカンソー州北部、ミズーリ州南部、およびオクラホマ、カンザス、イリノイ各州の一
部を合わせて、オザーク地域と呼ぶ。この地域は、いくつかの高原から成り、それぞれに多くの深い谷が刻ま
れている。オザークは、多様な景観、厳しい地形、険しい峡谷、地下水流、温泉、広範囲にわたる洞窟、そし
て多くの天然の滝で有名である。

モモ　ジョージア州は「ピーチ・ステート」と呼ばれるが、実際にはモモの生産量は全米第３位である。１位
はカリフォルニア州（全米のモモの70％以上を生産）、２位はサウスカロライナ州である。このほかにニュー
ジャージー州とペンシルベニア州も、主なモモの生産地である。

リバーボート　マーク・トウェインの「ミシシッピ川の生活」に描かれて有名になった米国の初期のリバーボー
トは、19世紀初頭にオハイオ川、ミシシッピ川をはじめとする中西部および南部の川を航行し、その航路に
ある港町に経済発展をもたらした。これらのリバーボートは蒸気駆動の外輪船で、浅い川でも航行することが
できた。

灯台　ノースカロライナ州ケープ・ハテラスの灯台は、「大西洋の墓場」と呼ばれる海岸を守っている。この灯
台は米国で最も背が高く（59メートル弱）、れんが製の灯台としては世界でも有数の高さである。1870 年に
完成され、後に国定歴史建造物に指定された。1999 年には、海岸の浸食から逃れるために、1200万ドル
をかけて灯台を885メートル南西に移転し修復するプロジェクトが実行された。

ジャズ　ニューオーリンズのジャズは、20世紀初頭に生まれ、1910 年代にはシカゴやニューヨークにも広がっ
た。ニューオーリンズ・ジャズは、さまざまなスタイルをミックスしたものであるが、その最大のオリジナリティ
は、即興演奏を強調することである。ニューオーリンズで人気のあるディキシーランド・ジャズは、ブラスバンド・
マーチ、フランスのカドリール、ラグタイム、そしてブルースを融合したもので、トランペットまたはコルネット、
トロンボーン、クラリネットの即興演奏を、ピアノ、ギター、バンジョー、ドラム、ダブルベース、またはチュー
バの「リズム・セクション」が支える。

ケンタッキー・ダービー　1875 年から開催されているケンタッキー・ダービーは、「ラン・フォー・ザ・ローゼ
ズ（バラを目指す競走）」とも呼ばれる。毎年５月の第１土曜日にルイビル市のチャーチル・ダウンズ競馬場で
行われ、サラブレッドの３歳馬が２キロメートルを走る。優勝馬には、554本のバラでできたブランケットがか
けられる。ケンタッキー・ダービー、メリーランド州のプリークネス・ステークス、そしてニューヨーク州のベ
ルモント・ステークスが、米国の競馬の「三冠」とされている。 

バス釣り　近代のバス釣りトーナメントは、1968 年にアラバマ州モンゴメリー市で始まった。バス釣り愛好者
の団体であるバス・アングラーズ・スポーツマン・ソサエティが設立され、バス釣り競技会の規則を制定したの
である。同ソサエティの定めた基準は、倫理的な釣り、保護と安全性の促進を目指すもので、現在も世界中の
トーナメントの指針となっている。

テーマパーク　フロリダ州オーランド市にあるウォルト・ディズニー・ワールドのマジック・キングダムは、1971
年10月１日にオープンした。その後、ディズニーだけでなく、他社の新しいテーマパークも加わった。フロリ
ダ州は年間を通じて気候が温暖なこともあって、ディズニー・ワールド、レゴランド、ユニバーサル・スタジオ、シー
ワールドといったテーマパークには、毎年何百万人もの観光客が訪れる。

海岸　米国には7000を超える海浜があるが、南東部の海岸の多くは、年間を通じて気候が温暖である。

北東部  The Northeast
面積　173,629 平方マイル（449,697 平方キロメートル） 人口　61,988,726
18歳未満の青少年　13,819,921 外国生まれ　9,504,811
ネイティブ・アメリカン　237,465 最も人口の多い都市　ニューヨーク

連邦議会議事堂　米国の連邦議会が開かれる連邦議会議事堂は、ポトマック川より26メートル高い台地「キャ
ピトル・ヒル」にある。建物の建設は1793 年に始まったが、その後、改修・拡張されている。白い鋳鉄製の
円屋根を持つ議事堂は、米国の民主主義の象徴となっている。

自由の鐘　1752年に英国で鋳造された、重さ900キログラム以上、外周3.66メートルの鐘。ペンシルベニ
ア州議会議事堂（現在のインディペンデンス・ホール）に設置され、政府関係の会議や公共のイベントを知ら
せるために鳴らされた。鐘には「すべての地とそこに住むすべての者に自由を宣言せよ」と刻まれており、19
世紀に奴隷制廃止論者たちが「リバティ・ベル（自由の鐘）」と呼ぶようになった。今日、自由の鐘は、フィラ
デルフィア市のインディペンデンス国立記念公園内にある。

セーリング　1844 年に、ニューヨーク・ヨットクラブが、米国初のセーリングおよびヨットレース専門の団体
となった。娯楽・スポーツとしてのセーリングで知られるチェサピーク湾は、米国本土で最大の入り江であり、
米海軍兵学校の所在地でもある。

ブルークラブ（ワタリガニ）　チェサピーク・ブルークラブは珍味とされている。全米でとれるブルークラブの約
３分の１は、チェサピーク湾産である。メリーランド州は水温が低いため、より大きく質の良いソフトシェル（脱
皮直後の）ブルークラブが採れる。

カキ　カキも人気のあるシーフードである。過去には、乱獲と病気のためにカキがほとんどいなくなったことも
あったが、厳しい保護策により回復しつつある。米国内でカキおよびハマグリ漁について承認されている甲殻
類水域の約25％がチェサピーク湾にある。

乳牛　牛乳は全米50 州で生産されているが、バーモント州は酪農品と畜牛が２大農産品であり、乳牛が州の
シンボルとなっている。バーモント州は、乳牛対住民の比率が最も高く（１対3.8）、同州のブランド、アート、
文化には牛のモチーフが多い。

自由の女神　ニューヨーク湾から、93メートルの高さにそびえ立つ自由の女神像は、米国の民主主義の業績
を称えるとともに、フランスの民主主義運動をアピールするために、フランスから贈られたものである。像は、
女性が高く掲げた右手にたいまつを持ち、左手には独立宣言が採択された日付け（1776 年７月４日）を記し
た銘板を抱えている。1886 年に自由の女神像が落成して間もなく、米国は近くのエリス島に、移民のための
入国管理施設を開設した。

野球の殿堂　ニューヨーク州の小都市クーパーズタウンにある野球の殿堂には、米国の「国民的娯楽」の伝
説と神話、そしてデータへのこだわりが凝縮されている。野球史上の大選手に関する展示などを見るために、
年間30万人を超える観光客が訪れる。

エンパイア・ステート・ビルディング　ニューヨーク市にあるエンパイア・ステート・ビルは、世界大恐慌が始
まるころに建設された。高さは、アンテナを除いて381メートル。アールデコ様式の建築で知られており、米
国土木学会により「近代世界の七不思議」のひとつに指定されている。

電球　トーマス・エジソンは、ニュージャージー州メンローパーク市の自分の実験室で、世界初の商業化可能
な白熱電球を開発した。エジソンの電球は、1880 年に特許を取得し、家庭における電灯の幅広い普及への
道を開いた。

ロールフィルム・カメラ　ジョージ・イーストマンは、1892年にニューヨーク州ロチェスター市でイーストマン・
コダック・カンパニーを設立する前から、写真を万人に普及させる活動を始めていた。彼は、1888 年には「ロー
ル・ホルダー・ブレスト・カメラ」を発売し、これをコダック・カメラと呼んだ。イーストマンはこのカメラを大
量生産し、家族のイベントを記録するためのカメラとして宣伝した。その後、イーストマン・コダックは、フィル
ムの製造を専門とするようになり、映画産業の発展に貢献した。

ミシン　マサチューセッツ州のエライアス・ホウが1846 年に、それまでの発明をさらに進化させた世界初の「自
動縫製機械」の特許を取得した。1854 年には、ボストンのアイザック・メリット・シンガーが、家庭用ミシン
の特許を取った。シンガー・ソーイング・カンパニーは今もミシンを製造している。

ナイアガラの滝　カナダと米国の国境にまたがるナイアガラの３つの滝は、五大湖を水源とする。３つの滝の
うちアメリカンとブライダル・ベールの滝は米国側に、ホースシュー滝はカナダ側にあり、合わせて年間1200
万人の観光客が訪れる。またナイアガラの滝は商業水力発電の発祥地でもあり、ニューヨーク州およびカナダ
のオンタリオ州の消費電力の４分の１を供給している。

メイフラワー号　英国のプリマス港を1620 年に出発したメイフラワー号の乗客102人のうち約 40人は、英
国教会を脱して宗教の自由を求めた「プロテスタント分離派」の人々だった。現在の米国マサチューセッツ州に
到着した彼らは、米国の荒野と厳しい天候に慣れておらず、原住民の支援がなければ１人も生存できなかった
可能性が高い。最初の収穫を成功させたときには、感謝祭を開いて祝った。

ニューイングランドの灯台　ニューヨーク湾を臨むニュージャージー州サンディ・フックの灯台は、高さ26メー
トルの割栗石製で、現存する最古の植民地時代の灯台である。米国の北東の隅にあるメーン州には、険しく入
り組んだ海岸に65基の灯台がある。メーン州には米国灯台財団の本部があり、同州は2000 年の全国史跡
灯台保護法のモデルともなった。

マウント・ワシントン　ニューハンプシャー州ホワイト・マウンテンのプレジデンシャル山脈にあるマウント・ワ
シントンは、標高1917メートルで、米国北東部の最高峰である。天候が急変することで知られており、山道
には悪天候の危険を警告する次のような看板が立っている。「止まれ。ここから先は全国でいちばん天気の悪
い地域」

ムース　米国北東部でイースタン・ムースが最も多いのはメーン州で、およそ７万6000 頭が生息している。メー
ン州の「州動物」となっているイースタン・ムースは、シカ科の最大種であり、その姿は堂 と々している。米国
内でメーン州よりムースが多いのはアラスカ州だけである。
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西部  The West
面積　1,516,161平方マイル（3,926,839 平方キロメートル） 人口　63,494,357
18歳未満の青少年　15,783,724 外国生まれ　13,061,139
ネイティブ・アメリカン　847,239 最も人口の多い都市　ロサンゼルス

白頭ワシ　白頭ワシは、米国内ではアラスカ州に最も多く、約５万羽が生息している。白頭ワシは、えさとな
るサケの多い米国北西岸に多く繁殖している。

シロクマ　世界中のシロクマの10％以上がアラスカに生息する。

マッキンリー山　海抜6194メートルのマッキンリー山（別称「デナリ」）は、米国そして北米の最高峰である。

石油生産　プルドー・ベイ油田は、米国で発見された最大の油田である。同油田から米国本土48 州に石油
を輸送するため、1977年にトランス・アラスカ・パイプラインが完成した。

サーフィン　ハワイ州（特にオアフ島北岸）は、３月から10月にかけて、高さ15メートルに及ぶ波が発生し、
世界中からトップ・サーファーが集まる。

ヤシの木とパルメットヤシ　ヤシの木は、カリフォルニア、ハワイ、フロリダの各州で見られる。サウスカロラ
イナ州は、その州木「サバル・パルメット」にちなんで「パルメット・ステート」とも呼ばれる。

ゴールデンゲート・ブリッジ　太平洋からサンフランシスコ湾への入口となるゴールデンゲート海峡にかかる全
長2737メートルのつり橋。米国土木学会により、「近代の七不思議」のひとつに指定されている。

ルート66　「米国の目抜き通り」や「マザー・ロード」とも呼ばれるルート66（国道 66号線）は、1926 年
に完成した米国初の「大陸横断」高速道路である。イリノイ州シカゴ市からミズーリ、カンザス、オクラホマ、
テキサス、ニューメキシコ、アリゾナの各州を通って、カリフォルニア州ロサンゼルス市まで、全長は4000キ
ロメートル近い。州間高速道路網の発達により、1985 年に閉鎖された。

技術産業　カリフォルニア州サンタクララ郡は、技術産業の中心地「シリコンバレー」の中核となっている。シ
リコンバレーという名称は、1970年代にシリコンチップ・メーカーが集まっていたことに由来する。同郡クパチー
ノ市に本社を置くアップル社は、世界で最も価値の高い公開企業である（2012年現在）。

映画制作　1914 年までには、ロサンゼルス市のハリウッド地区およびその周辺に数社の映画スタジオが設立
されていた。第１次世界大戦が終了するころには、「ハリウッド」と言えば、米国映画のスタイルを指すようになっ
ていた。

ブドウ園　カリフォルニア州は、世界第４位のワイン生産量を誇り、米国のワイン生産の90％を占める。

リンゴ　ワシントン州は全米一のリンゴ生産州で、米国のリンゴ生産量の約 60％を占める。

材木　オレゴン州の総面積 2500万ヘクタールのうち半分近く（1200万ヘクタール強）は、森林である。米
国は世界最大の林産物生産国・消費国であり、世界の生産・消費の約４分の１を占めている。

セント・ヘレンズ山　ワシントン州シアトル市から南へわずか250キロメートル、オレゴン州ポートランド市か
らは北へ175キロメートルに位置するセント・ヘレンズ山は、標高2550メートルの活火山である。1980 年５
月の大噴火は多大な被害を及ぼした。1982年に、調査・教育を目的とする総面積４万4500ヘクタールのセ
ント・ヘレンズ火山国定公園がオープンした。米国地質調査所が、同火山における地震、隆起、ガス噴出など
を観測している。

ロッキー山脈　標高4400メートルを超えるロッキー山脈は、北米大陸の分水嶺に沿って米国とカナダにまた
がっており、登山、野生生物調査、スキーなどのために世界中から旅行客が集まる。

グレイシャー国立公園　1910 年以来、モンタナ州のロッキー山脈北部に、総面積40万ヘクタールを超える
森林、高山草原、湖、険しい連峰、そして氷河によって刻まれた谷間が保存されている。ここでは、ハイイロ
グマの調査、環境に敏感な魚類の生態調査、山火事の被害査定、そして全米有数の地球気候変動調査が行
われている。

ヘラジカの群　ロッキー・マウンテン国立公園には、何千頭ものヘラジカが生息している。ヘラジカは、1800
年代末に絶滅の危機に瀕したが、その後回復した。

ジャガイモ　アイダホ州は、スネークリバー平原のかんがい地をはじめ、米国有数の豊かな農地に恵まれている。
ジャガイモは、ほとんどアイダホ州の代名詞のようになっており、同州は全米のジャガイモ生産量の約３分の１
を占めている。

アーチーズ国立公園　ユタ州東部にあるアーチーズ国立公園は、総面積310 平方キロメートルの砂漠地帯か
ら成り、その中に砂岩でできた天然のアーチがいくつもある。同公園は、1929年に国定記念物として設立され、
1971年に国立公園となった。赤い砂岩が浸食されて、尖塔、窓、アーチなど、さまざまな珍しい形になって
いる。

バレル・レーシング　ワイオミング州では、米国西部の伝統や文化が今も生活の一部となっている。1897年
から毎年開催されているシャイアン・フロンティア・デーズのフェスティバルでは、ブロンコ・ライディング、ブル・
ライディング、カーフ・ローピング、バレル・レーシングなどの競技が行われる。

イエローストーン国立公園　米国で最も古く、またおそらく最も有名な国立公園。公園内には、世界で最も多
くの間欠泉が集まっている。イエローストーン国立公園は1872年３月１日、連邦議会によって設立され、ワイ
オミング州北西部、モンタナ州南部、およびアイダホ州東部にまたがっている。

歴史的な鉄道　1862年に連邦議会は、ミシシッピ川流域と太平洋岸を結ぶ鉄道２本の建設を承認した。１
本はネブラスカ州オマハ市から西へ向けて1619キロメートル、もう１本はカリフォルニア州サクラメント市から
東へ向けて建設された。この２本の鉄道は、1869 年５月10日、ユタ州プロモントリー市で結合され、最後
に金製の犬釘が打たれて、大陸横断鉄道が完成した。

ラスベガス　米国西部で 20世紀に作られた唯一の大都市。この砂漠の中のリゾート都市は、20世紀末まで、
全米で最も急成長を遂げた都市圏だった。起業家精神、水へのアクセス、発達した交通網、そして緩い州法
といった要因により、「ベガス」には、ぜいたくなカジノ、豪華なホテル、華麗なエンターテインメント施設な
どが集まるようになった。

フーバー・ダム　1930 年から1936 年にかけて建設されたフーバー・ダムは、米国で最も高いコンクリート
製のアーチ式ダムである。洪水や沈泥の制御、発電、農業用かんがい、家庭用給水などに使われているが、
主要な観光施設でもあり、年間100万人近い観光客が訪れている。

南西部  The Southwest
面積　564,719 平方マイル（1,462,615 平方キロメートル） 人口　37,348,108
18歳未満の青少年　9,943,176 外国生まれ　5,410,217
ネイティブ・アメリカン　982,410 最も人口の多い都市　ヒューストン

グランド・キャニオン　アリゾナ州北西部の高原地帯にコロラド川によって作られたグランド・キャニオンは、
その美しい形状と色彩で知られている。峡谷の外壁の間には、多くの壮大な山頂、ビュート、渓谷などがある。
峡谷の幅は約160メートルから29キロメートル、全長は446キロメートルである。

インディアンの文化　アリゾナ州の約４分の１は、インディアン部族の土地であり、そこにはナバホ国家、ホピ
部族、トホノ・オオダム国家、アパッチ部族、ヤキ族のほか、ヤバパイ、ケチャン、フアラパイなどのユーマン
部族が集まっている。米国のアメリカ・インディアンの25％以上が南西部（主としてオクラホマ州とアリゾナ州）
に住んでいる。

バルーン・フィエスタ　アルバカーキ・バルーン・フィエスタは、毎年10月に開催される。たくさんのバルーン
が空に上がり、バルーン・レース、花火大会、競技会、各種のショーなどカラフルなイベントが行われる。

インディアンのプエブロ　プエブロ文化（アナサジ文化とも呼ばれる）は、アリゾナ、ニューメキシコ、コロラド、
ユタの各州の接する地域に存在した有史以前の文化である。その子孫が近代のプエブロ民族（ホピ、ズニ、ア
コマ、ラグナなどの各部族）であり、その多くは現在も、13世紀末から14世紀初めにかけて建てられたアドー
ビれんが造りの多層住宅に住んでいる。

バイソンの群　バイソンは、大平原地帯を象徴する動物である。「バッファロー」と呼ばれることも多いが、そ
れは誤りである。バイソンは強大な動物であり、北米に生息する動物の中では最も体重が重い。イエローストー
ン国立公園は、米国で唯一、先史時代から途切れることなくバイソンが生息している地域だとされており、米
国の公有地では最も多くのバイソンがいる。

アラモ　テキサス州サンアントニオ市にある18世紀のフランシスコ会修道士の伝導所。1836 年、メキシコか
らの独立戦争でテキサス軍兵士が少人数でアラモに立てこもり抗戦したことは有名な史実である。アラモは当
初、1716 年から1718 年までの間に創設されたサンアントニオ・デ・バレロ伝導所のチャペルだったが、
1700 年代末までには廃墟となっていた。抗戦したテキサス軍兵士たちは破れたが、アラモは今もテキサス州
では勇敢な行動の象徴となっている。

ロングホーン牛　「旧西部」の生きた象徴であるテキサス・ロングホーン種の牛は、米国で最も古い牛の品種
のひとつである。1900 年代までにはほぼ絶滅していたが、1927年に連邦政府、テキサス州、ネブラスカ州、
およびオクラホマ州が、ロングホーン保護のために野生生物保護区を設立したため、復活した。

カウボーイ　南北戦争後の経済成長により、西部産の牛肉の需要が増えた。西部では、1800 年代に牛が自
由に放牧され、急速に繁殖していた。1866 年～1886 年までの間に、テキサス州から米国北部・東部の市場
まで、一人で牛の群を誘導していく牛追いの姿は、国民的な英雄として、そしてワイルド・ウエスト（開拓時代
の西部）の象徴としての「アメリカン・カウボーイ」の伝説を生んだ。

石油生産　テキサス州は、米国最大の産油州であり、第２位以下はノースダコタ、アラスカ、カリフォルニア
の各州が続いている。2012年10月のテキサス州の産油量は日量 210万バレルで、2011年のピーク産油量
170万バレルより多かった。テキサス州の３分の２を超える地域の地下で油層が発見されている。

牛の牧場　1886 年から1887年にかけての冬の猛吹雪で何千頭もの畜牛が死んだため、放牧による畜牛産
業は突然終わりを迎えた。投資家は土地を買い、1870 年代に発明された有刺鉄線で囲った牧場で、残され
た畜牛を飼育した。牛は、新たに建設された鉄道で市場に運ばれるようになった。

中西部  The Midwest
面積　750,523 平方マイル（1,943,846 平方キロメートル） 人口　66,927,001
18歳未満の青少年　16,128,108 外国生まれ　4,461,557
ネイティブ・アメリカン　458,611 最も人口の多い都市　シカゴ

ラシュモア山　天然石の彫刻で知られる芸術家ガッツォン・ボーグラムが、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェ
ファーソン、セオドア・ルーズベルト、エイブラハム・リンカーンの４人の大統領の頭部をラシュモア山に刻んだ。
この彫刻は高さ18メートルもあり、1927年から1941年にかけて、サウスダコタ州のブラックヒルズにあるラ
シュモア山南東壁の花崗岩に刻まれた。ワシントンは米国の建国を、ジェファーソンは大陸における米国の拡
張を、ルーズベルトは国内の開発と国際的な影響力を、そしてリンカーンは南北戦争を通じた国家の維持を象
徴している。

チムニー・ロック　ネブラスカ州西部にあるチムニー・ロックは、1956 年に国立史跡に指定された。高さ
108メートルの円錐形の丘の上に、高さ37メートルの砂岩の尖塔が立っている。オレゴン・トレイルの主な道
しるべのひとつであり、ここまで来ると大平原が終わり、ロッキー山脈に入る。

インディアンの伝統　米国中西部の北部地域には、ヨーロッパ人が入ってくるまで、数多くのインディアン文化
があり、その名残として、複雑な構造の儀式用マウンドや銅製の道具などが残っている。五大湖周辺には、ヒュー
ロン、オタワ、チペワ（オジブウェ）、ポタワトミ、ウィネバゴ（ホーチャンク）、メノミニー、サクス、フォックス、
マイアミといった諸部族が住んでいた。

酪農製品　ウィスコンシン州は、人口で全米第20 位、面積では第23位であるが、チーズ生産では全米第１位、
牛乳の生産ではカリフォルニア州に次いで第２位である。ウィスコンシン州の牛乳生産量の約 85％は、チーズ
製造に使われている。同州に加えて、ミネソタ、ミシガン両州も、中西部の「酪農ベルト」を構成している。

ゴム産業　中西部は、米国の「パンかご（穀倉地帯）」として知られているが、製造業も盛んである。オハイオ
州は、ゴム製品の生産で全米第１位であり、同州アクロン市にはグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カン
パニーの本社がある。

ルート66　ルート66幹線保存計画およびその関連活動により、この伝説的な道路に沿って点在するネオン
サインが保存され、また道路のおよそ85％が走行可能となっている。道路沿いに独特の文化を作り出してい
る食堂、モーテル、そして観光客目当ての「キッチュ」な店は、第２次世界大戦後の米国に広がった楽観主義
を象徴する生きた歴史となっている。米国連邦道路局は、ルート66のアリゾナ、イリノイ、ニューメキシコ、
およびオクラホマ各州を通る部分を、国定シーニック・バイウェー（景観道路）に指定している。

ゲートウェー・アーチ　ミズーリ州セントルイス市にあるゲートウェー・アーチは、「西部への入り口」とも呼ば
れ、西部を開拓したパイオニアたちを称える記念碑である。ジェファーソン・ナショナル・エクスパンション・
メモリアル公園の中心的な存在であるこのアーチは、ミシシッピ川西岸にあり、高さ192メートル、幅も192メー
トル。観光客は、アーチに設置されたトラムで頂点まで上ることができる。ゲートウェー・アーチは、1947年
に設計され、1963 年から1965 年にかけて建設され、1967年にオープンした。

小麦　中西部は米国で最も小麦生産量の多い地域である。小麦は、大平原の「小麦ベルト」と呼ばれる地帯
の乾燥した気候に強い。小麦ベルトの中で最も小麦生産量の多いのはカンザス州、続いてノースダコタ州であ
る。このほか、サウスダコタ、ミネソタの両州も、小麦生産量で全米10 位以内に入っている。

農業　米国の農業州トップ10のうち８州（アイオワ、ネブラスカ、イリノイ、ミネソタ、カンザス、サウスダコタ、
オハイオ、インディアナ）が中西部にある。夏が長く暑い中央平原と大平原は、作物の生育期間も長い。

トウモロコシ　アイオワ州とイリノイ州は、トウモロコシ生産でそれぞれ全米第１位と第２位である。これらの
「コーン・ベルト」州は雨量が比較的多く、トウモロコシ生産に適している。このほか、オハイオ、インディアナ、
ミズーリ、ミネソタ、ネブラスカ、サウスダコタ、カンザス、ウィスコンシンの各州も、トウモロコシ生産が多い。

ヒマワリ　油脂用のヒマワリは、1970 年代には主要作物のひとつだったが、1980 年代には大豆にとって代わ
られた。しかし、消費者がヒマワリ油の方がヘルシーだと考えるようになり、ポテトチップスなどの食品加工
業者が、大豆油より値段が高くてもヒマワリ油を使おうとしているため、ヒマワリ油がカムバックしている。ノー
スダコタ州は、米国のヒマワリ生産の約半分を占めており、わずかの差でサウスダコタ州が続いている。

ルーン　ミネソタ州は、同州にはアラスカ州以外では全米で最もルーン（ハシグロオオハム）が多く生息する
として、ルーンを州鳥に指定している。ルーンは、マガモより大きいがガチョウより小さい水鳥で、太い首、長
く黒いくちばし、そして赤い目が特徴である。魚雷のような形をしており、獲物を求めて水面下を５分間も泳ぐ
ことができる。

ウィリス・タワー　今も、旧称「シアーズ・タワー」で広く知られている110 階建て高層ビル。シアーズ・ローバッ
ク・アンド・カンパニーのために建設され、1973 年にオープンした。高さはアンテナを除いて442メートル。
米国で最も高いビルである。2009 年には、103 階の展望エリアに、建物から1.3メートル突き出たガラス製
の箱４つが増築され、「ザ・レッジ」と呼ばれている。同年、ロンドンに本社を置く保険ブローカー会社ウィリス・
グループ・ホールディングズが、ビルの名前をウィリス・タワーに変えた。シアーズは1992年に同ビルから移
転した。

ロックンロールの殿堂と博物館　1995 年にオハイオ州クリーブランド市でオープンしたこの博物館は、ロック
音楽の歴史と文化的な意義を称え、ロック音楽を創造し演奏する人たちの貢献に敬意を表している。常設展示・
特別展示、リサーチ・ライブラリー、記録保管所があるほか、教育活動や会議の開催なども行っている。博
物館は、エリー湖畔にあり、総面積１万4000 平方メートルの建物はガラスと鋼鉄製の幾何学的なデザインで
ある。

モータウン・ミュージアム　米国音楽市場最も伝説的なレコード・レーベルとされているモータウン・レコーズ
社は、ミシガン州デトロイト市に本社があり、1959年に元自動車製造工でソングライターのベリー・ゴーディ・
ジュニアによって設立された。ポップ、ソウル、ブルースを融合したモータウンの独特のサウンドは、黒人音楽
に対する一般大衆の認識を根本的に変えた。デトロイト市のウエスト・グランド・ブルバード2648 番地にある
「ヒッツビルUSA」と呼ばれる建物が、1959年から1968 年までモータウンの本社であり、1985 年にモータ
ウン・ミュージアムとなった。

インディ500　世界有数の歴史と権威を持つ自動車レース「インディアナポリス500」は、毎年メモリアル・デー
の祝日にインディアナ州インディアナポリス市で開催される。およそ４キロメートルの楕円形のレーストラック
は、自動車メーカー各社がお互いの自動車を競い合わせてテストをするために、1909 年に建設されたもので
ある。レースは、世界大戦の期間中を除き、1911年以降、継続的に行われている。その間に出場規則も変わり、
現在では、インディカーと呼ばれるオープンホイール・カーのレースとなっている。

自動車産業　米国の実業家ヘンリー・フォードは1913 年、ミシガン州デトロイト市のフォード・モーター・カ
ンパニーで、近代大量生産方式を導入し、自動車産業の急速な発展を促進した。フォード社は、1926 年まで
には世界の自動車の半数を生産していた。今日、フォードはゼネラル・モータース社に次いで全米第２位の規
模の自動車メーカーである（第３位はクライスラー社）。このほかに、外国のメーカー10 社が米国内で自動車
を製造している。

南東部  The Southeast
面積　526,874 平方マイル（1,364,597 平方キロメートル） 人口　78,987,346
18歳未満の青少年　18,434,538 外国生まれ　7,689,239
ネイティブ・アメリカン　406,523 最も人口の多い都市　ジャクソンビル

植民地の議事堂　1699 年にバージニア植民地がその首都をジェームズタウンから計画都市ウィリアムズバー
グに移転し、1701年から1704 年にかけて、米国で初めての議事堂となる建物が建設された。1779年12月
24日、バージニア州議会が閉会し、翌年５月１日にはリッチモンド市の新たな議事堂で議会が再招集された。
ウィリアムズバーグの議事堂はその後焼失したが、市内にはその他の18世紀の建築物が数多く残っている。
1926 年には、ジョン・D・ロックフェラーが、当初の植民地議事堂の再建を始めた。

馬　馬は、バージニア州の農畜産物として第３位である。1700 年代に、バージニアの入植者たちは、それま
で使っていた背の低いずんぐりした馬に、優秀な英国の馬種を掛け合わせて、速く走れるようにした。これがきっ
かけとなって馬産業が確立され、今も成長を続けている。1997年から2007年までの間に、馬を扱う農場の
数は１万972から１万3520に増え、それ以外の農場数の減少を補った。バージニア州の馬産業地域では、
美しい景観のトレール、エリート馬の品評会、競馬、狩猟、シンコティーグの野生のポニーなどが見られる。

ブルーグラス　ブルーグラスは、1940 年代に米国アパラチア地域の伝統的なフォーク音楽から発展した独特
の音楽であるが、ブルーグラスという言葉が使われるようになったのは、ケンタッキー州（別称「ブルーグラス・
ステート」）のビル・モンロー率いるブルーグラス・ボーイズが人気を集めるようになってからのことである。古
典的なブルーグラスは、アイルランド、スコットランド、イングランドのダンス音楽やバラード、またアフリカ系
米国人のゴスペルやブルースから派生したもので、バンジョーの独特のサウンドが特徴である。

グレート・スモーキー・マウンテンズ　グレート・スモーキーズと呼ばれるこの山脈は、テネシー州ノックスビ
ル市からノースカロライナ州アッシュビル市まで続いている。総面積 2113 平方キロメートルのグレート・スモー
キー・マウンテン国立公園は1934 年、米国南部に残る最後の大規模な原生硬材林を保護するために設立さ
れた。同公園は、1976 年にユネスコ国際生物圏保存地域に、また1983 年には世界遺産地域に指定されて
いる。公園内には、標高2025メートルのクリングマンズ・ドームなど、アパラチア山脈有数の高峰がいくつか
ある。

ピーナッツ　米国は世界のピーナッツのおよそ10％を生産しており、年間20万～25万メートルトンを輸出し
ている。２位以下を大きく引き離して最も生産量の多い州はジョージア州である。以下、アラバマ、フロリダ、
テキサス、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ミシシッピ、バージニア、オクラホマ、ニューメキシコの各州
が続いている。

石炭　米国は、採鉱可能な石炭埋蔵量では世界第１位であり、石炭の純輸出国である。米国で生産される石
炭の３分の１以上はアパラチアの石炭産出地域からのものである。ウエストバージニア州は、その中でも最大
の石炭産出州であり、全米でもワイオミング州に次いで第２位である。

ライト兄弟　ノースカロライナ州キル・デビル・ヒルズの砂丘地帯にあるライト兄弟国立記念公園は、世界で
初めて空気より重い機械が動力による継続的な飛行に成功した場所を記念したものである。公園内には、ビッ
グ・キル・デビル・ヒルの記念碑、離陸地点を示す花崗岩の碑、最初の４回の飛行における各着陸地点を示
す碑、再建された1903 年のキャンプの建物、ビジター・センター、1902年のグライダーと1903 年のフライ
ヤーの展示などがある。

ケネディ・スペース・センター　1962年にフロリダ州東部のNASA打ち上げ管制センターに開設されたジョン・
Ｆ・ケネディ・スペース・センターは、1968 年以来、NASAによるすべての有人宇宙飛行の打ち上げ施設となっ
ている。センターには、充実したビジター・センターがあり、宇宙飛行の歴史の展示、数々の見学ツアー、そ
の他の一般客向けの活動が行われている。

かんきつ類の農場　フロリダ州は全米一のかんきつ類生産州であり、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、
タンジェロ、タンジェリン、マンダリンなど、全米のかんきつ類の 65％を生産している。第２位はカリフォルニ
ア州で約32％、その他をテキサス、アリゾナ両州が占めている。

オザーク地域の滝　アーカンソー州北部、ミズーリ州南部、およびオクラホマ、カンザス、イリノイ各州の一
部を合わせて、オザーク地域と呼ぶ。この地域は、いくつかの高原から成り、それぞれに多くの深い谷が刻ま
れている。オザークは、多様な景観、厳しい地形、険しい峡谷、地下水流、温泉、広範囲にわたる洞窟、そし
て多くの天然の滝で有名である。

モモ　ジョージア州は「ピーチ・ステート」と呼ばれるが、実際にはモモの生産量は全米第３位である。１位
はカリフォルニア州（全米のモモの70％以上を生産）、２位はサウスカロライナ州である。このほかにニュー
ジャージー州とペンシルベニア州も、主なモモの生産地である。

リバーボート　マーク・トウェインの「ミシシッピ川の生活」に描かれて有名になった米国の初期のリバーボー
トは、19世紀初頭にオハイオ川、ミシシッピ川をはじめとする中西部および南部の川を航行し、その航路に
ある港町に経済発展をもたらした。これらのリバーボートは蒸気駆動の外輪船で、浅い川でも航行することが
できた。

灯台　ノースカロライナ州ケープ・ハテラスの灯台は、「大西洋の墓場」と呼ばれる海岸を守っている。この灯
台は米国で最も背が高く（59メートル弱）、れんが製の灯台としては世界でも有数の高さである。1870 年に
完成され、後に国定歴史建造物に指定された。1999 年には、海岸の浸食から逃れるために、1200万ドル
をかけて灯台を885メートル南西に移転し修復するプロジェクトが実行された。

ジャズ　ニューオーリンズのジャズは、20世紀初頭に生まれ、1910 年代にはシカゴやニューヨークにも広がっ
た。ニューオーリンズ・ジャズは、さまざまなスタイルをミックスしたものであるが、その最大のオリジナリティ
は、即興演奏を強調することである。ニューオーリンズで人気のあるディキシーランド・ジャズは、ブラスバンド・
マーチ、フランスのカドリール、ラグタイム、そしてブルースを融合したもので、トランペットまたはコルネット、
トロンボーン、クラリネットの即興演奏を、ピアノ、ギター、バンジョー、ドラム、ダブルベース、またはチュー
バの「リズム・セクション」が支える。

ケンタッキー・ダービー　1875 年から開催されているケンタッキー・ダービーは、「ラン・フォー・ザ・ローゼ
ズ（バラを目指す競走）」とも呼ばれる。毎年５月の第１土曜日にルイビル市のチャーチル・ダウンズ競馬場で
行われ、サラブレッドの３歳馬が２キロメートルを走る。優勝馬には、554本のバラでできたブランケットがか
けられる。ケンタッキー・ダービー、メリーランド州のプリークネス・ステークス、そしてニューヨーク州のベ
ルモント・ステークスが、米国の競馬の「三冠」とされている。 

バス釣り　近代のバス釣りトーナメントは、1968 年にアラバマ州モンゴメリー市で始まった。バス釣り愛好者
の団体であるバス・アングラーズ・スポーツマン・ソサエティが設立され、バス釣り競技会の規則を制定したの
である。同ソサエティの定めた基準は、倫理的な釣り、保護と安全性の促進を目指すもので、現在も世界中の
トーナメントの指針となっている。

テーマパーク　フロリダ州オーランド市にあるウォルト・ディズニー・ワールドのマジック・キングダムは、1971
年10月１日にオープンした。その後、ディズニーだけでなく、他社の新しいテーマパークも加わった。フロリ
ダ州は年間を通じて気候が温暖なこともあって、ディズニー・ワールド、レゴランド、ユニバーサル・スタジオ、シー
ワールドといったテーマパークには、毎年何百万人もの観光客が訪れる。

海岸　米国には7000を超える海浜があるが、南東部の海岸の多くは、年間を通じて気候が温暖である。

北東部  The Northeast
面積　173,629 平方マイル（449,697 平方キロメートル） 人口　61,988,726
18歳未満の青少年　13,819,921 外国生まれ　9,504,811
ネイティブ・アメリカン　237,465 最も人口の多い都市　ニューヨーク

連邦議会議事堂　米国の連邦議会が開かれる連邦議会議事堂は、ポトマック川より26メートル高い台地「キャ
ピトル・ヒル」にある。建物の建設は1793 年に始まったが、その後、改修・拡張されている。白い鋳鉄製の
円屋根を持つ議事堂は、米国の民主主義の象徴となっている。

自由の鐘　1752年に英国で鋳造された、重さ900キログラム以上、外周3.66メートルの鐘。ペンシルベニ
ア州議会議事堂（現在のインディペンデンス・ホール）に設置され、政府関係の会議や公共のイベントを知ら
せるために鳴らされた。鐘には「すべての地とそこに住むすべての者に自由を宣言せよ」と刻まれており、19
世紀に奴隷制廃止論者たちが「リバティ・ベル（自由の鐘）」と呼ぶようになった。今日、自由の鐘は、フィラ
デルフィア市のインディペンデンス国立記念公園内にある。

セーリング　1844 年に、ニューヨーク・ヨットクラブが、米国初のセーリングおよびヨットレース専門の団体
となった。娯楽・スポーツとしてのセーリングで知られるチェサピーク湾は、米国本土で最大の入り江であり、
米海軍兵学校の所在地でもある。

ブルークラブ（ワタリガニ）　チェサピーク・ブルークラブは珍味とされている。全米でとれるブルークラブの約
３分の１は、チェサピーク湾産である。メリーランド州は水温が低いため、より大きく質の良いソフトシェル（脱
皮直後の）ブルークラブが採れる。

カキ　カキも人気のあるシーフードである。過去には、乱獲と病気のためにカキがほとんどいなくなったことも
あったが、厳しい保護策により回復しつつある。米国内でカキおよびハマグリ漁について承認されている甲殻
類水域の約25％がチェサピーク湾にある。

乳牛　牛乳は全米50 州で生産されているが、バーモント州は酪農品と畜牛が２大農産品であり、乳牛が州の
シンボルとなっている。バーモント州は、乳牛対住民の比率が最も高く（１対3.8）、同州のブランド、アート、
文化には牛のモチーフが多い。

自由の女神　ニューヨーク湾から、93メートルの高さにそびえ立つ自由の女神像は、米国の民主主義の業績
を称えるとともに、フランスの民主主義運動をアピールするために、フランスから贈られたものである。像は、
女性が高く掲げた右手にたいまつを持ち、左手には独立宣言が採択された日付け（1776 年７月４日）を記し
た銘板を抱えている。1886 年に自由の女神像が落成して間もなく、米国は近くのエリス島に、移民のための
入国管理施設を開設した。

野球の殿堂　ニューヨーク州の小都市クーパーズタウンにある野球の殿堂には、米国の「国民的娯楽」の伝
説と神話、そしてデータへのこだわりが凝縮されている。野球史上の大選手に関する展示などを見るために、
年間30万人を超える観光客が訪れる。

エンパイア・ステート・ビルディング　ニューヨーク市にあるエンパイア・ステート・ビルは、世界大恐慌が始
まるころに建設された。高さは、アンテナを除いて381メートル。アールデコ様式の建築で知られており、米
国土木学会により「近代世界の七不思議」のひとつに指定されている。

電球　トーマス・エジソンは、ニュージャージー州メンローパーク市の自分の実験室で、世界初の商業化可能
な白熱電球を開発した。エジソンの電球は、1880 年に特許を取得し、家庭における電灯の幅広い普及への
道を開いた。

ロールフィルム・カメラ　ジョージ・イーストマンは、1892年にニューヨーク州ロチェスター市でイーストマン・
コダック・カンパニーを設立する前から、写真を万人に普及させる活動を始めていた。彼は、1888 年には「ロー
ル・ホルダー・ブレスト・カメラ」を発売し、これをコダック・カメラと呼んだ。イーストマンはこのカメラを大
量生産し、家族のイベントを記録するためのカメラとして宣伝した。その後、イーストマン・コダックは、フィル
ムの製造を専門とするようになり、映画産業の発展に貢献した。

ミシン　マサチューセッツ州のエライアス・ホウが1846 年に、それまでの発明をさらに進化させた世界初の「自
動縫製機械」の特許を取得した。1854 年には、ボストンのアイザック・メリット・シンガーが、家庭用ミシン
の特許を取った。シンガー・ソーイング・カンパニーは今もミシンを製造している。

ナイアガラの滝　カナダと米国の国境にまたがるナイアガラの３つの滝は、五大湖を水源とする。３つの滝の
うちアメリカンとブライダル・ベールの滝は米国側に、ホースシュー滝はカナダ側にあり、合わせて年間1200
万人の観光客が訪れる。またナイアガラの滝は商業水力発電の発祥地でもあり、ニューヨーク州およびカナダ
のオンタリオ州の消費電力の４分の１を供給している。

メイフラワー号　英国のプリマス港を1620 年に出発したメイフラワー号の乗客102人のうち約 40人は、英
国教会を脱して宗教の自由を求めた「プロテスタント分離派」の人々だった。現在の米国マサチューセッツ州に
到着した彼らは、米国の荒野と厳しい天候に慣れておらず、原住民の支援がなければ１人も生存できなかった
可能性が高い。最初の収穫を成功させたときには、感謝祭を開いて祝った。

ニューイングランドの灯台　ニューヨーク湾を臨むニュージャージー州サンディ・フックの灯台は、高さ26メー
トルの割栗石製で、現存する最古の植民地時代の灯台である。米国の北東の隅にあるメーン州には、険しく入
り組んだ海岸に65基の灯台がある。メーン州には米国灯台財団の本部があり、同州は2000 年の全国史跡
灯台保護法のモデルともなった。

マウント・ワシントン　ニューハンプシャー州ホワイト・マウンテンのプレジデンシャル山脈にあるマウント・ワ
シントンは、標高1917メートルで、米国北東部の最高峰である。天候が急変することで知られており、山道
には悪天候の危険を警告する次のような看板が立っている。「止まれ。ここから先は全国でいちばん天気の悪
い地域」

ムース　米国北東部でイースタン・ムースが最も多いのはメーン州で、およそ７万6000 頭が生息している。メー
ン州の「州動物」となっているイースタン・ムースは、シカ科の最大種であり、その姿は堂 と々している。米国
内でメーン州よりムースが多いのはアラスカ州だけである。
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