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１「都市シンボル」論とは 
ここで、私の造語である「都市シンボ

ル」について、復習させていただきたい。

都市には顔がある。その中でも、その都

市を都市として存立せしめているものを

体現したイメージがシンボルとなって、

都市の発展に重要な役割を果たしている

のではなかろうかというのが私の立論で

ある。「都市シンボル」とは、その都市が

成り立っている都市としてのアイデンテ

ィティを表象する建築物、彫像、景観、

言葉、その他シンボル性があるものを指

す用語として用いている。単にランドマ

ークを指すのではなく、その都市を他の

都市から区別するアイデンティティを内

包していなければならない。 
 そして、この「都市シンボル」が持つ

イメージにより、都市の発展が促される

ものと考えられるのではなかろうか。多

くの人がこの都市はこのような都市であ

るとイメージを抱くことにより、都市発

展の牽引役として強力な役割を担うもの

となる。 
 日本の都市の場合、その多くが都市整

備の中で、「都市シンボル」に欠けている

ように感じる。音楽ホール、市民劇場等

市民のための便益施設として、ランドマ

ークとなりうる施設は数多いが、その都

市のアイデンティティを内包したものと

しての要素に欠けているきらいがある。

中心市街地も再開発事業等で綺麗に整備

されているが、いまひとつ活気に欠けて

いる都市が多い。住み良い都市づくりと

いう意味では、確かにほとんどの都市が

立派に整備されているのであるが、綺麗

な市街地であっても、「ここはこういう街

なんだ」という叫びが街のなかから聞こ

えてこない。自分達の都市のアイデンテ

ィティを確立し、「都市シンボル」を早急

に創出することが必要ではなかろうか。 
 
第2部 都市の諸相 
２ ロサンゼルス 
 ロサンゼルスのシンボルとしては、あ

のハリウッドサインが有名である。もと

もと地元不動産業者が造成した、「ハリウ

ッドランド」という山の斜面を利用した

造成地の看板であり、夢破れた新人女優

が看板から身を投げて自殺したが、その

日新しい舞台への出演依頼が届いていた

という悲劇のドラマでも有名である。こ

のハリウッドランドのたたずまいは、芦

屋市の六麓荘の雰囲気に似ている。もっ

とも、ハリウッドは、ロサンゼルスの中

でも１００年ほど前に開かれた新興住宅

地といった趣の地区で、後に映画の都と



して発展したものである。「ハリウッド」

と い う こ と で 、 よ く 「 聖 な る 森

（holy-wood）」と間違えられるが、holly
とはクリスマスツリーとして使われる

「ヒイラギ」のことである。現在、ハリ

ウッド地区が市政施行を求めており、

近々住民投票にかけられるということで

あり（１９０３年に人口７００人ほどの

ハリウッド市が誕生しているが、１９１

０年に上下水道を整備するためロサンゼ

ルス市と合併したという歴史もある）、こ

れが実現すると人口１８万人のハリウッ

ド市が誕生し、ロサンゼルス市（人口３

７０万人）がエンターテイメントの都の

地位を失うことになるという。となると、

ハリウッドサインは、ハリウッド市の「都

市シンボル」であり、ロサンゼルスのシ

ンボルではなくなる日も近いということ

になる。もっとも、ロサンゼルスと一般

に呼ばれている地区は、ロサンゼルス市

の行政区域よりも広く、ロサンゼルス・

カウンティ（ロサンゼルス郡。ロサンゼ

ルス市も含まれる）の南部（サンガブリ

エル山脈より南側で、ロサンゼルス市、

ビバリーヒルズ市、サンタモニカ市、ロ

ングビーチ市、パサデナ市等が含まれる

地域）とオレンジ・カウンティ（オレン

ジ郡）の北部（ディズニーランドのある

アナハイム市等）からなる広い地区を指

して大ロサンゼルス圏（Greater Los 
Angeles）と呼ばれており、その意味での

シンボルとしては残るであろう。 
 ところで、ロサンゼルスの「都市シン

ボル」として私が取り上げたいのは、ロ

サンゼルスのダウンタウン・エリアにあ

るアムトラックのユニオン駅（Union 

Station）と駅前のパームツリーである。

１０年近く前になるが、私がユニオン駅

に行った時、駅構内の待合室に掲示され

ていたポスターに釘付けにさせられた。

そこには、ユニオン駅の白い駅舎と高く

伸びたパームツリーの絵があり、大きく

「Los Angeles」と書かれていた。ロサン

ゼルスの観光ポスターであろう。そのい

かにも南国のパラダイスといった雰囲気

にあふれた写真に興味を引かれたのであ

る。その時、ポスターを見つめている東

洋人に興味を持った地元の青年が話し掛

けてきた。「ロサンゼルスは、アメリカ東

部の都市の人々が、このポスターの絵を

見て、温暖なロサンゼルスに移住してき

たことから大きな都市となったのだ」と。

１００年程前にもこのようなポスターが

あったのかどうかは分からないが、ハリ

ウッドの映画産業は東部から移住してき

た映画人により発展したという話を聞い

たことがある。ことの真偽は別としても、

はるばる東部諸都市から大陸横断鉄道に

乗り、ユニオン駅に降り立った人々にと

って、さんさんと照りつける太陽と明る

く澄んだ青空、眼にも鮮やかな緑色の葉

をつけたパームツリーといった光景が目

に飛び込んでくれば、そこは天国に違い

なかったはずである。そのポスターは、

まさしくロサンゼルスそのものを体現し

ていたといえよう。 
 もともとロサンゼルスの発祥の地とさ

れているのは、ユニオン駅の西隣にある

オルベラ街を中心としたエル・プエブロ

州立史蹟公園となっている地区である。

１７８１年メキシコからやってきた１１

組の家族が住み着き、２７棟の小屋を建



てたのが始まりだという。１８４６年、

カリフォルニアはアメリカ合衆国の領土

となり、１８４８年のサクラメント郊外

で発見された金を求めてゴールドラッシ

ュがおこり、１８５０年にロサンゼルス

市が誕生している。しかし、ゴールドラ

ッシュの時代も長続きせず、数年後には

街は失業者であふれかえっていた。そう

した中で、１８６９年に大陸横断鉄道が

完成し、１８７６年にロサンゼルスまで

延伸された。１８８０年代にはハワイ等

への定期航路も開設されロサンゼルスは

発展していったという。この頃からネー

ブルオレンジ（サンキストの商標で知ら

れている）の栽培が始まったことなどに

より、東部からの移住者が増え、爆発的

な土地ブームが起こっている。また、１

８９２年に南カリフォルニアで石油が発

見され、オイルラッシュも始まっている。

そして、２０世紀の前半は、ハリウッド

の時代であった。屋外撮影しか出来なか

った当時の撮影技術では、雨が降らず、

一年中太陽の光にあふれたロサンゼルス

は映画撮影の場所として恰好の土地であ

った。このようにして見ていくと、ロサ

ンゼルス発展の鍵は、大陸横断鉄道の完

成と温暖な気候にあったということがで

きよう。まさしく「ユニオン駅とパーム

ツリー」に表象されるものであった訳で

ある。大都市圏となった現在では、ロサ

ンゼルスの「都市シンボル」としての役

割は終えているが、ロサンゼルス発展の

鍵となった「都市シンボル」として紹介

しておきたい。 
 
３ ラスベガス 

 福井県に和泉村という山村がある。福

井市からＪＲ越美北線（九頭竜線）で１

時間半の距離にある村で、面積約３３３k
㎡であり、平成１２年国勢調査では２８

４世帯、人口７５２人である。なお、九

頭竜ダム建設のため、旧下穴馬村と旧上

穴馬村が合併して和泉村が誕生した時に

は、９９９世帯、人口は５，１０２人で

あったという。平成８年日本最古級のテ

ィラノサウルス科の歯の化石が発見され

たことから恐竜の里として、あるいは九

頭竜湖畔の万本さくらで売り出そうとし

ている。ところでなぜ和泉村かというと、

実はラスベガスに成りそびれた村といえ

るからである。和泉村には、九頭竜ダム

があるが、同ダムの建設工事の際（昭和

４０年＜１９６５年＞着工、昭和４３年

＜１９６８年＞完成）には、村内に映画

館が４つか５つかあって、それはそれは

非常に賑わっていたという。実は、ラス

ベガスもダム建設を契機に発展した都市

であるからである。 
 そもそもラスベガスが市として誕生し

たのは、１９０５年のことである（正式

に市として認められたのは１９１１年）。

ゴールドラッシュで大陸横断鉄道の駅が

出来たのがきっかけであり、人口は１，

５００人程度であった。なお、この１９

０５年は、奇しくも、ラスベガスの発展

に寄与した、ベンジャミン（バグジー）・

シーゲルとハワード・ヒューズが誕生し

た年であるという。そして、更なる発展

の契機となったのが、１９３１年である。

この年の３月にネバダ州におけるギャン

ブル合法化法が成立するとともに、４月

にフーバーダムの建設が開始され、多く



の労働者がラスベガスにやって来たので

ある。 
 ラスベガスはギャンブルだけで発展し

た都市であると考えておられる方が多い

が、ネバダ州全体がギャンブルを認めら

れており、ネバダ州内の都市はすべて同

じ条件下にある。ギャンブルが合法化さ

れた当時は、むしろ、リノの方が盛んで

あったという。リノは、”The Biggest 
Little City in the World”（世界で一番大

きな小都市）というキャッチフレーズで

知られる人口３０万人のネバダ州第２の

都市である。ネオンサインが瞬くカジノ

の街であり、一昔前のネオンサインが華

やかしい頃のラスベガスの雰囲気を醸し

出している。単純にカジノだけで発展し

ていった場合の行き着く先がリノではな

かろうか。これに対し、ラスベガスは、

カジノに客を集めるため、ミュージカル、

マジックショー、ダンス、そっくりさん

ショーといったエンターテイメントが充

実しており、生活の糧はカジノであるが、

機能としてはエンターテイメントシティ

といえる。我が国では、まち起こしのた

め、ギャンブル（カジノ）を認めさせよ

うという活動をしている都市がいくつか

あるが、単純にギャンブルだけでまち起

こしが出来るものではないことを銘記す

べきである。 
 ラスベガスでは、最近次々とテーマホ

テルと呼ばれる大型ホテルが誕生し、そ

のどれもがシンボル性を競い合っている

が、ここでは、ラスベガスの更なる発展

を促した３人の人物とそのホテルを「都

市シンボル」としてとりあげたい。 
① ベンジャミン（バグジー）・シーゲル

とフラミンゴ・ホテル 
現在、ラスベガスといえば、ストリッ

プ地区（strip とは、名詞では細長い帯状

の物や土地を意味しており、ネオン輝く

ホテルがラスベガス大通り（Las Vegas 
Boulevard）に沿って細長く続いているこ

とから、このように呼ばれている。なお

動詞としては、外皮などをはぐという意

味であり、転じて着衣を脱いでいくこと

にも用いられている。）が中心であるが、

フーバーダム建設の頃は、ユニオン・パ

シフィック鉄道駅の周囲（現在のダウン

タウン地区）にホテルやカジノが集まっ

ていただけであり、当時のストリップ地

区は砂漠の真ん中（小さなホテルが１軒

あったとも言われているが）であったと

いう。この砂漠のど真ん中にホテルを建

てたのが、ベンジャミン・シーゲルとい

う男である。別名バグジー・シーゲル（バ

グジーとは「虫けら」といった意味）は、

ラスベガスに大陸横断鉄道の駅が出来た

１９０５年にニューヨークで生まれた、

マフィアの一員であり、当時ニューヨー

ク・マフィアの西海岸の責任者の立場に

あった。バグジー・シーゲルは、突然の

ひらめきがあったのであろうか、この砂

漠の真ん中に、贅を凝らしたホテルを建

設し始め、当初予定の１００万ドルの建

設資金があっという間に６００万ドルに

膨れ上がったという。このため、組織の

中から無駄遣いだという批判が出て暗殺

されてしまう（もちろん組織内の人間関

係や、それまでバグジーが組織の金を着

服していたこと等も原因である）。バグジ

ーが建てたこのホテル（オープン当時か

らの建物は現在は残っていない）が現在



のフラミンゴ・ラスベガスである（しば

らく前まではフラミンゴ・ヒルトンとい

う名称であり、こちらの名称で親しまれ

ている方が多いであろう）。ストリップ地

区の隆盛の始まりとなったホテルであり、

バグジーの魂が宿っているのであろうか、

フラミンゴの羽毛で花びらをかたどった

ネオンサインは、現在でも一際目立つ「都

市シンボル」である。なお、最近、交差

点（フォー・コーナー）に歩道橋が出来

たため、このネオンが見にくくなったと

いう。ラスベガス発展の礎ともなったバ

グジーの魂が宿るこの「都市シンボル」

にどう影響するのか、興味はつきない。 
バグジー・シーゲルのこのホテルは、

ラスベガスがエンターテイメント都市と

して発展する契機ともなっているので、

これも紹介しておこう。１９４６年１２

月２６日にフラミンゴのネオンサインが

輝きホテルがオープンしたが、１０５の

客室がプールを取り囲むように円形に並

び、カジノではディーラーもガードマン

もタキシードを着用しており、銀食器が

並ぶ本格的なレストラン、ビッグアーテ

ィストがステージを飾るショールーム、

９軒のギフトショップ、フィットネスク

ラブ、乗馬クラブ、ゴルフ場、射撃場も

あった総合リゾートホテルであった。砂

漠には珍しい土砂降りの雨で実現しなか

ったが、オープニングセレモニーには、

ロサンゼルスからのチャーター便で有名

ハリウッドスター達が大勢参加するはず

であった。バグジー・シーゲルはハリウ

ッドスターに顔が広く、ケーリー・グラ

ントやクラーク・ゲーブルとも親しかっ

たという。また、「フラミンゴ」というホ

テルの名称は、バグジーの愛人であった

ハリウッド女優であるバージニア・ヒル

のその脚線美からきたニックネームであ

ったという。ここから、ラスベガスとハ

リウッドスターとの関係が生まれ、今日

のエンターテイメント・シティに発展し

ていったのである。なお、ネバダ州第 2
の都市であるリノは、地理的な関係から

サンフランシスコとの結びつきが強く、

その面からエンターテイメント性に劣っ

てしまったともいえよう。 
② ハワード・ヒューズと旧デザート・

イン 
 デザート・インは、１９５０年にオー

プンしたフラミンゴに次ぐ最古参ホテル

である。また、１９５２年にはデザート・

イン・カントリー・クラブを完成させ、

ＰＧＡツアーのトーナメント・オブ・チ

ャンピオンズが開催されるなど、格式の

あるホテルであった。当時のラスベガス

は、バグジー・シーゲルのように、マフ

ィアとの関係が噂される危険なものであ

ったが、こうしたマフィアとの黒い関係

を綺麗にする契機となったのが、ハワー

ド・ヒューズであり、その舞台となった

のが、ここデザート・インであった。現

在のラスベガスでは、経営者に対する審

査など、州の厳しい規制により、まった

くクリーンなものになっている。 
 ハワード・ヒューズもバグジー・シー

ゲルと同じ１９０５年に、テキサス州ヒ

ューストンで生まれており、航空産業及

び映画産業を中心とする多角経営で一大

コンツェルンを築き上げた実業家である。

１９６６年１１月にハワード・ヒューズ

は、人目を避けるため、ラスベガス駅の



手前で緊急停車した列車から救急車でデ

ザート・インの最上階のハイローラー（カ

ジノで多額の賭け金を賭ける上得意客の

こと）用スイートルームに直行した。し

かし、ギャンブルをせずに部屋から一歩

も出ないヒューズに対し、ホテル側が部

屋の明渡しを要求したところ、ヒューズ

は、１３２０万ドルでデザート・インを

買い取ってしまった。その後３年以上こ

の部屋から出ずに、ラスベガスのホテル

というホテルを買いまくったという。ラ

スベガスでは、このヒューズの買収劇を

きっかけに、他のホテルもマフィアと手

を切るようになったということであり、

デザート・インは、クリーンなギャンブ

ル都市としてのラスベガスを象徴する、

フラミンゴと並ぶ「都市シンボル」であ

ったといえよう。 
③ スティーブ・ウィンによるデザー

ト・インの買収と新ホテルへの期待 
 現在、デザート・インは営業していな

い。スティーブ・ウィン氏により２００

０年に買収され、新たなホテルを誕生さ

せるべく取り壊されてしまったからであ

る。スティーブ・ウィン氏は、ラスベガ

スのホテル経営者の中でも伝説的な人物

であり、１９８９年にミラージ・ホテル

を開業したが、ロビーをジャングルのよ

うに装い、ホテル入り口には火山を作り

無料で見られる噴火ショーを行うなど、

高級感あふれるテーマホテルを作った。

その後も、海賊船バトルの無料ショーで

有名なトレジャー・アイランド、大きな

池と噴水ショーで有名でありラスベガス

でも屈指の高級ホテルであるベラージオ

などのホテルを次々と開業させている。

しかし、ベラージオ・ホテルの建設に１

７～１８億ドルという途方もない資金を

使ったため、株価の低迷を招き、同じラ

スベガスでホテルを経営しているＭＧＭ

社に買収されてしまった。当時、小が大

を飲み込む買収と言われたが、ウィン氏

は、株を売った金でハワード・ヒューズ

ゆかりのデザート・インを買収したので

ある。 
 デザート・インは当時改装したばかり

でもあり、そのまま営業するのではとい

う噂もあったが、しかし、ウィン氏は、

ヒューズの魂が宿るこの地に新しい息吹

を吹き込むためであろうか、デザート・

インを解体し、新しいホテルを建設中で

あるという。新しい「都市シンボル」の

誕生は、２００４年の末頃ということで

ある。 
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