
デイトン (オハイオ州)

デイトン (Dayton)は、アメリカ合衆国オハイオ州
⻄部に位置する都市。マイアミバレーと呼ばれる
地域の中⼼都市で、同州モンゴメリー郡の郡庁所
在地である。⼈⼝は 141,527⼈（2010年国勢調査）
*[1]。モンゴメリー郡を中⼼に 4郡にまたがるデ
イトン都市圏は⼈⼝ 841,502⼈（2010年国勢調査）
*[1]を数え、より市域⼈⼝の多い州内のアクロン
やトレドをしのいで州内第 4位の規模である。さ
らに、北東郊約 40kmに位置するスプリングフィー
ルド を含めた広域都市圏は⼈⼝ 100 万⼈を超え
る。市はシンシナティの北約 80kmに位置し、デ
イトン都市圏はシンシナティ都市圏の北に隣接し
ている。

デイトンはライト兄弟 を⽣んだ⼟地であり*[2]、
航空宇宙や先端技術の分野での研究が盛んであ
る。デイトン周辺にはライト兄弟から名を取った
施設がある。1つはデイトン東郊のフェアボーン
市にキャンパスを構えるライト州⽴⼤学である。
南⻄のオックスフォード市に⽴地するマイアミ⼤
学 と並んで⻄オハイオを代表する州⽴⼤学であ
る同⼤学は、医学と航空学の分野で⾼い評価を得
ている。もう 1つは市の北東に位置するライト・
パターソン空軍基地である。同基地はデイトン最
⼤の雇⽤者でありアメリカ合衆国空軍 の空軍資
材軍団（AFMC）が司令部を置いている。1995年11
⽉、同基地でボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を停
戦させるデイトン合意が成⽴した。ボスニア・ヘ
ルツェゴビナの⾸都サラエヴォは、デイトンの姉
妹都市の 1つである。ゼネラル・アビエーション
⽤のデイトン・ライト兄弟空港には、ライト Bフ
ライヤーのレプリカが置いてある*[3]。
また、デイトンは⼯業州オハイオの中でも有数の
⼯業都市である。デイトンにはNCRをはじめ、レ
イノルズ&レイノルズ、ケムステーション・イン
ターナショナル、リバティ・バンク、ニューページ、
ワークフローワン、ハフィ、レクシスネクシスと
いった企業が本社を置いている。⼯場は⾃動⾞関
連が多く、デイトンを交通の最寄とした⽇系⾃動
⾞⼯場も近隣にある。周辺の市町村にはジェット
エンジン、プロペラなど航空関連の⼯場も数多い。

1 歴史

デイトンはオハイオの州昇格の 7年前、1796年4⽉
1⽇に⼊植者の⼩集団によって創設された。翌1797
年にはシンシナティとデイトンを結ぶ道が開か
れ、デイトンはマイアミバレー⼊植の拠点となっ
た。デイトンは1805年には正式な町になった。町

ライト兄弟のいくつかの⾃転⾞ショップのうちデイトン
市内で史跡として整備されている建物

デイトン、1870年

の名は独⽴戦争の⼤尉、アメリカ合衆国憲法の起
草者のひとりで、のちにニュージャージー州選出
の上院 議員となったジョナサン・デイトン にち
なんでつけられた。

1830年代にエリー湖とグレートマイアミ川を結
ぶマイアミ・アンド・エリー運河が完成すると、
デイトンからグレートマイアミ川を上り、運河を
通じてエリー湖岸のトレドへ、さらにその先のエ
リー湖へと抜ける商取引ルートが確⽴された。ま
た、グレートマイアミ川を下ればオハイオ川との
合流点付近でシンシナティに通じていた。そのた
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め、この運河を通じた⽔上交通路は1850年代まで
⻄オハイオにおける主要な交通ルートであった。

ハフマンプレーリーで⾶⾏中のライトフライヤーII号

1903 年12 ⽉ 17 ⽇、デイトンで育ち、デイトン
で⾃転⾞屋を営んでいたウィルバーとオーヴィル
のライト兄弟は、ノースカロライナ州キティホー
クに近いキルデビルヒルズの砂丘地でライトフ
ライヤー号を⾶ばし、⼈類初の有⼈動⼒⾶⾏に成
功した。その後ライト兄弟はデイトンに戻り、翌
年には北⻄郊のハフマンプレーリー でライトフ
ライヤーII号の⾶⾏実験を⾏った。しかし1913年
のグレートマイアミ川の⼤洪⽔によって、兄弟の
キティホークでのグライダー⾶⾏や、ハフマンプ
レーリー での動⼒⾶⾏実験を写したネガは損傷
してしまった。

第⼆次世界⼤戦 中、デイトンは軍需産業で栄え
た。デイトンや近郊のオークウッドの住宅地では
デイトン・プランが進められた。これはモンサン
ト社による、⼯業的にポロニウムを⽣産する⽅
法の開発であった。同社で⽣産されたポロニウム
は、広島市や⻑崎市に投下された型のような初期
の原⼦爆弾を起爆させるために⽤いられた。デイ
トンに本社を置くNCR社は、その頃は航空機のエ
ンジンや爆弾の照準機、暗号解読器を⽣産してい
た。同社が⽣産した暗号解読器は、ナチス・ドイ
ツの暗号機、エニグマの暗号を解読する上で⼤
きく役⽴った。

第⼆次世界⼤戦後もしばらくの間、デイトンは
⼯業都市として繁栄を続けた。1960年には⼈⼝
262,332⼈でピークに達した。しかしその後は中⻄
部の多くの主要都市同様、デイトンも凋落を始め
た。市の中⼼部の空洞化が進んだ上、⼈⼝や産業
が東部や中⻄部から南部のサンベルト地帯に移っ
ていったためである。⼈⼝は減り続け、2010年の
国勢調査では 141,527⼈と、ピーク時の半分近く
にまで減少した。

1995年11⽉、デイトン近郊のライト・パターソン
空軍基地で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を停
戦に導くデイトン合意が成⽴した。交渉は 11⽉ 1
⽇から 21⽇にかけて同基地で⾏われた。この停
戦合意は 12⽉ 14⽇にパリで調印され、3年半続
いた紛争を終わらせた。

デイトンの位置

2 地理

デイトンは北緯 39度 45分 46秒⻄経 83度 11分
48秒に位置している。市はオハイオ州⻄部のマ
イアミバレーと呼ばれる地域に位置し、同地域の
中⼼都市となっている。⻄にはインディアナポリ
ス、東にはコロンバス、南にはシンシナティ、北
にはトレドが位置し、デイトンはそれらの規模の
⼤きい都市のほぼ中間点に近い位置にある（厳密
にはややシンシナティ寄りである）。公式には、デ
イトンは「オハイオ州中⻄部」に属するとされる。
デイトンのダウンタウンの中央をグレートマイア
ミ川が蛇⾏しながら流れ、3本の⽀流が市内でグ
レートマイアミ川に合流する。グレートマイアミ
川流域のこの⼀帯はマイアミバレー と呼ばれる
が、地元ではその中⼼都市であるデイトンの都市
圏を指してマイアミバレーと呼ぶこともある。

アメリカ合衆国統計局によると、デイトン市は総
⾯積 146.7km²（56.6mi²）である。そのうち 144.5km²
（55.8mi²）が陸地で 2.2km²（0.9mi²）が⽔域である。
総⾯積の 1.55%が⽔域になっている。
かつてのデイトン・スプリングフィールド都市圏
はモントゴメリー郡を中⼼に、マイアミ、クラー
ク、グリーンの各郡を含む 4郡にまたがっていた。
2000年の国勢調査では、デイトン・スプリング
フィールド都市圏は 950,558 ⼈の⼈⼝を抱えてい
た。2003年にクラーク郡がスプリングフィールド
都市圏として分離独⽴し、デイトン都市圏は残っ
た 3郡にプレブル郡を加えた 4郡と定められた。
また、それに伴って新デイトン都市圏とスプリン
グフィールド都市圏をあわせたデイトン・スプリ
ングフィールド広域都市圏が設定された。デイト
ン・スプリングフィールド広域都市圏は2010年の
国勢調査で、⼈⼝ 1,072,891⼈を数える*[1]。
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モントゴメリー郡旧地⽅裁判所

2.1 都市概観

デイトンは古い町であるが、ダウンタウンには幅
の広い 4⾞線の直線道路が碁盤の⽬のように整然
と⾛っている。そのため時代が下り、⾃動⾞がメ
インの交通⼿段となってもデイトンの道路は交通
量に⼗分耐え得てきた。通りの幅が広い理由とし
ては、デイトンは町ができた当時からマーケティ
ングや物流の拠点であったことが挙げられる。3-4
組の⽜に引かれた⽜⾞がとんぼ返りをすること
ができるくらいに、道は広く作られていた。加え
て、現在の市内の通りのいくつかはかつてははし
けを通すための側道のついた運河を埋めたもの
であることも理由として挙げられる。

古い町であるデイトンには歴史的な建物も数多く
残っている。デイトンの地⽅裁判所は1888 年 に
建てられた新古典主義建築のもので、21世紀に
⼊った現在も使⽤されている。現在の地⽅裁判所
が建てられる前に使われていた旧地⽅裁判所はギ
リシャの神殿を模した建物で、1850年に完成し、
現在も残っている。デイトンの 9つの歴史地区に
は新古典主義建築のほか19世紀から20世紀前半
にかけての様々な様式の建築物が建ち並んでい
る*[4]。
デイトンの代表的な超⾼層ビルとしては、
⾼さ 124m のケッターリング・タワー(Kettering
Tower) と 117m のミードウェストバコ・タワー
(MeadWestvaco Tower)が挙げられる*[5]。ケッター
リング・タワーは、かつてはウィンターズ・バン
クが本店を置き、名称もウィンターズ・タワーと
いった。バンク・ワンがウィンターズ・バンクを
合併した後、ビルはバージニア・ケッターリング
にちなんで現在の名称に改められた。

2.2 気候

デイトンとその⼀帯は温暖湿潤気候 (Cfa)と冷帯
湿潤気候 (Dfa)のちょうど境界線上にあり、1年を
通して降⽔量がほぼ⼀定で、四季がはっきりとし
ている。デイトンにおける観測史上最⾼気温は摂
⽒38.9度、最低気温は氷点下 31.7度である。平年

1913年の⼤洪⽔で冠⽔したデイトンのダウンタウン

では夏の最⾼気温は摂⽒ 30度、冬の最低気温は
氷点下 7度ほどである。年間降⽔量は 950mmほ
どである。

中⻄部の他地域同様、デイトンの周辺は厳しい気
象条件におかれている。春から秋にかけては⻯巻
が発⽣しやすい*[6]。時折激しい雷⾬にも⾒舞わ
れる。冬にはブリザードが吹く*[7]。また、デイ
トンでは洪⽔も起こりやすい。1913年にはグレー
トマイアミ川が⼤洪⽔を起こし、町の通りのほと
んどは冠⽔した。

3 政治

デイトン市庁

デイトンはシティー・マネージャー制を採っている。
1913年にシティー・マネージャー制への移⾏を採択
し、翌1914年から移⾏したデイトンは、全⽶で初
めてシティー・マネージャー制を採⽤した都市のひ
とつである。デイトンの市議会は 5名の議員から
なり、うち 1⼈が市⻑を務めるが、市⻑はあくまで
5⼈の議員のうちの 1⼈でしかなく、市議会にお
いて議⻑を務めるのみである。実際の⾏政は市議
会が政策に応じて採⽤したシティー・マネージャー
が主体となって⾏う。シティー・マネージャー制へ
の移⾏以前は、デイトンは市⻑制を採り、市⻑の
下に 7名の議員からなる市議会を有していた。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/1888%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8F%A4%E5%85%B8%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E5%BB%BA%E7%AF%89
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%B3
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E5%B8%AF%E6%B9%BF%E6%BD%A4%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E5%B8%AF%E6%B9%BF%E6%BD%A4%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%82%B9%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%82%B9%E5%BA%A6
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E9%83%A8
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E9%9B%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%90%B9%E9%9B%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1913%E5%B9%B4
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https://ja.wikipedia.org/wiki/1913%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1914%E5%B9%B4
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議員の任期は 4年で、1回の選挙で 2名が改選さ
れる。選挙は 2段階に分かれており、まず第 1選
挙での上位 4名が普通選挙に進み、そこでの上位
2名が当選となる。1969年までは市⻑も他の議員
と同時に委員として選出されていたが、1970年以
降は、市⻑は残り 4⼈の議員とは別の選挙で選出
されている。⼤統領選などとは異なり、デイトン
市議会議員の選挙は原則として政党による縛りを
受けないが、実際には共和党・⺠主党の両⽅が候
補を出している。1976年以降、デイトン市議会で
は⺠主党が圧倒的に優位に⽴っている。

市議会のほか、デイトンには委員 7名からなる優
先委員会が設置されている。優先委員会は1975年
にデイトン市議会の採決で設置が決まったもの
で、市議会やシティー・マネージャーが取り扱う事
項よりももっと地域に根ざした政策を提案・実施
する。具体的には、優先委員会は地域の開発/再開
発や市の財源の地域への分配を計画し、市に対し
て提案していく。優先委員会の委員はダウンタウ
ン、FROC、インナーウェスト、ノースウェスト、
ノースイースト、サウスイースト、サウスウェス
トの 7つの地域から各 1名ずつ選出される。

4 犯罪

中⻄部の多くの他都市同様、製造業を中⼼とした
デイトンは1960年代を境に凋落し、治安が悪化、
犯罪が増加した。近年では犯罪率は低下傾向には
あるものの、依然として⾼い⽔準である。連邦捜
査局（FBI）の2005年のデータによると、デイト
ンにおける殺⼈・強姦・強盗・夜盗・⾃動⾞窃盗
の発⽣率は全⽶平均の 2倍以上である*[9]。2005
年のモーガン・クイットノー社の調査*[10]では、
デイトンは全⽶で 17番⽬に危険な都市であると
報じられた。過去のモーガン・クイットノー社の
調査においてもデイトンはワースト 25の常連で、
2003年には過去最悪のワースト 7位であった。オ
ハイオ州の都市の中でもデイトンの犯罪率はク
リーブランドよりは低いものの、シンシナティと
ほぼ並ぶ⽔準で、トレドよりやや⾼く、コロンバ
スよりかなり⾼い。

近年廃墟 と化した建物の取り壊しのための財源
が積まれ、再開発が進みつつあるものの、空洞化
の進んだデイトンの中⼼部では依然としてそうし
た建物が数多く残っている。地元では、こうした
建物は犯罪や⿇薬 の温床となっていると⾔われ
ている。これらの廃墟と化した建物が並ぶ様は、
デトロイト、フリント、ゲーリーといったより犯
罪率の⾼い都市を引き合いに出して例えられるこ
ともある。

ただし⼀⼾建て住宅はデイトン市街ではなく⾏政
区分では市外になる周辺に多いため、⼀般住⺠に
とって他の都市に⽐べて特に犯罪が多いというこ
とには直結しない。

5 交通

デイトン国際空港につながる I-70の出⼝

デイトンの⽞関⼝となる空港は市の北約 14kmに
位置するデイトン国際空港 (IATA: DAY) である。
1936年に設置されたこの空港はかつてピードモ
ント航空がハブ空港のひとつにしていたが、同
社がUSエアウェイズに合併されると、まもなく
ハブ空港としての機能を失い、コロンバス、イン
ディアナポリス、グランドラピッズといった都市
への短距離便を発着させるための、中⻄部におけ
る拠点空港のひとつにとどめられた。しかし現在
においても主要航空会社のハブ空港からの便が多
数発着する。州間⾼速道路I-70に接続しているた
めアクセスに⾄便で、空港使⽤料が安いため、コ
ロンバスやシンシナティ、インディアナポリスな
ど近隣の都市の住⺠もこの空港を利⽤している。
2004年には、1,446,673⼈がこのデイトン国際空
港を利⽤した。ターミナルビルが⼤きすぎず、レ
ンタカーの駐⾞場も徒歩でアクセスでき、周辺道
路の混雑もあまりないため旅⾏者には便利な空港
である。

デイトンのダウンタウンを州間⾼速道路I-75が南
北に⾛っている。I-75はミシガン州スーセントマ
リーのカナダ国境からフロリダ州のマイアミ近
郊まで、中⻄部から南部を南北に横断する幹線で
ある。この I-75は市の北で⼤陸を東⻄に横断する
幹線の州間⾼速道路I-70と交差している。市の東
から南にかけては I-75の⽀線で、デイトンの環状
道路となっている I-675が通っている。これらの
⾼速道路上にはグレイハウンド の⻑距離バスが
⾛っており、シンシナティとデトロイトを結ぶバ
スや、コロンバス・ニューヨーク⽅⾯とインディ
アナポリス・セントルイス⽅⾯を結ぶバスがデイ
トンのダウンタウンにあるバスターミナルに停⾞
する。

デイトンはかつてオハイオ電鉄 やシンシナティ・
アンド・レイクエリー鉄道の主要な駅を有する、
鉄道交通においても中⼼となる都市であった。し
かし、現在ではアムトラックの路線はデイトンを
通っていない。
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デイトン市内および周辺の公共交通はデイトン
都市圏地域交通局 (Greater Dayton Regional Transit
Authority, RTA) の運営する路線バス によってカ
バーされている。RTAは通常のディーゼルバスに
加え、電動のトロリーバスの路線も有している。
トロリーバスは1888年から営業運転をしており、
全⽶ 5都市に現存する電動の（多くの都市で使⽤
されている観光⽤のディーゼルエンジンやガソリ
ンエンジンのものは含めない）トロリーバスシス
テムの中では最古のものである。

航空の歴史を反映し周辺には⼀般航空 ⽤の空港
が⾼密度に存在し、⼩型⾶⾏機の運⽤が盛んであ
る。航空の基盤が整備されているため⾃作⾶⾏機、
グライダー、スカイダイビングなどスカイスポー
ツの⼈⼝も多い。

市の中⼼部をはじめ⾃転⾞道が整備されてきてい
る。

6 教育

デイトン⼤学

デイトン都市圏内には著名な⼤学が 2校ある。1
つはダウンタウンの南約 2km、NCR本社の近くに
キャンパスを構えるデイトン⼤学である。校名か
ら州公⽴⼤学であると思われがちであるが、デイ
トン⼤学は1850年創⽴のカトリック系中規模私
⽴⼤学である。同学は法学、特に特許・商標・著作
権といった知的財産権の分野で定評がある*[11]。
もう 1つは東郊のフェアボーン市に⽴地するライ
ト州⽴⼤学である（ただし、ライト州⽴⼤学の正
式な郵便⽤住所はフェアボーンではなく、デイト
ンになっている）。この州⽴⼤学の校名はライト
兄弟からつけられており、公式ロゴにもライトフ
ライヤー号が描かれている。マイアミ⼤学と並
んで⻄オハイオを代表する州⽴⼤学のひとつであ
る同学は、1964年にオハイオ州⽴⼤学とマイア
ミ⼤学のデイトン分校を分離・統合してできた⽐
較的新しい⼤学であるが、医学と航空学の分野で
は⾼い評価を得ている。

このほか、デイトンには看護学や保健学などの分

野で学⼠および準学⼠の学位を授与しているケ
ターリング医科学校*[12]や、1887年に YMCAカ
レッジとして設⽴され、約 24,000⼈の学⽣を抱え
る、全⽶最⼤規模のコミュニティ・カレッジのひ
とつに数えられるシンクレア・コミュニティ・カ
レッジ*[13]がキャンパスを置いている。
デイトンのK-12 課程はデイトン公⽴学区の管轄
下にある公⽴学校によって⽀えられている。デイ
トン公⽴学区は⼩学校 24校（うち 14校は中学校
までの⼀貫教育）、中学校 3校、⾼校 7校を抱え
ている。これらデイトンの公⽴学校は合計 17,000
⼈の児童・⽣徒を抱え、オハイオ州内では第 6の
規模である。1990 年代、デイトンの公⽴学校に
おける⽣徒の学⼒はオハイオ州内で最低レベルで
あった。2000年代中盤に⼤規模な⽴て直しがなさ
れ、学区は「緊急事態」(Academic Emergency)から
脱却し、「継続的改善」(Continuous Improvement)に
持ち直した。学校が新設され、デイトン初の⼥⼦
校も設⽴された。デイトン公⽴学区は A New Day
is Dawning（新しい⽇が明けていく）をモットーに
している。しかし2007年5⽉ 8⽇、教育課税案が
否決され、その結果 1クラスの⼈数が増加し、ス
クールバスなどの交通サービスや体育プログラム
がカットされるなど、デイトンにおける教育⾏政
事情は依然として厳しい。

⽇本⼈学校は近隣にないので、⽇系⾃動⾞⼯場の
あるトロイのオハイオ⻄部⽇本語学校（補習校）
*[14]、もしくはコロンバス⽇本語補習校*[15]が最
寄の学校となる。

7 文化

デイトン美術館*[16]は1919年にダウンタウンの
豪邸を利⽤して開館し、1930 年 にグレートマイ
アミ川をはさんだ対岸の現在の位置に移された。
5,500m²を超えるルネサンス調の建物を有するこ
の美術館は1974年に国の歴史的ランドマークに
指定された。同美術館は 5,000年以上の時代にわ
たる、20,000点以上のコレクションを有している。
ライト・パターソン空軍基地内にある国⽴アメリ
カ空軍博物館*[17]は、1909年にライト兄弟が開
発したミリタリー・フライヤー号のレプリカをは
じめ、400機以上の戦闘機やミサイルを展⽰して
いる。デイトン航空遺産国⽴歴史公園*[18]はライ
ト兄弟とポール・ローレンス・ダンバーを記念し
てつくられた、広さ 350,000m²におよぶ歴史公園
である。デイトン市域の南端にあるサンウォッチ・
インディアン・ビレッジ*[19]は、12世紀のネイ
ティブ・アメリカンの村を再現した、マイアミバ
レーのネイティブ・アメリカンの歴史やフォート・
エンシェント⽂化 について学ぶことのできる野
外博物館である。1971年から1988年にかけて発
掘がなされ、その後⼀般に公開された。サンウォッ
チ・インディアン・ビレッジは国の史跡および歴
史的ランドマークの両⽅に指定されている。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1887%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/K-12
https://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4_(%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AA%E5%B7%9E)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AA%E8%A5%BF%E9%83%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%88%E8%A3%9C%E7%BF%92%E6%A0%A1%EF%BC%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%A3%9C%E7%BF%92%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%B3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1919%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1974%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%E7%A9%BA%E8%BB%8D%E5%9F%BA%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%A9%BA%E8%BB%8D%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%A9%BA%E8%BB%8D%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E5%85%84%E5%BC%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E6%96%87%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E6%96%87%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/1971%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1988%E5%B9%B4
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演技芸術の施設もいくつかある。ダウンタウン
にあるベンジャミン・アンド・マリアン・シュス
ター演技芸術センターではデイトン・フィルハー
モニック・オーケストラやデイトン・オペラが公
演を⾏っているほか、各種コンサートや講演、ブ
ロードウェイのミュージカルの公演も⾏われてい
る。同じくダウンタウンに⽴地するビクトリア・
シアター*[20]は1866年にターナー・オペラハウス
として建てられた歴史的な建物である。1967年に
デイトンの経済状態の悪化のために取り壊されそ
うになったが、国の史跡に指定されたことで取り
壊しを免れた。2003年にベンジャミン・アンド・
マリアン・シュスター演技芸術センターが開館す
るまではデイトン・フィルハーモニック・オーケ
ストラやデイトン・オペラはここで公演を⾏って
いた。現在では各種演劇やミュージカル、バレエ
の公演が⾏われている。

• デイトン美術館

• 国⽴アメリカ空軍博物館

• サンウォッチ・インディアン・ビレッジ

• ビクトリア・シアター

デイトンの南に隣接するケッターリング 市にあ
るフレイズ・パビリオンでは国内外で名を知ら
れるミュージシャンのコンサートが⾏われる。ダ
ウンタウンの南、グレートマイアミ河畔にあるデ
イトン⼤学アリーナはデイトン⼤学 のスポーツ
イベントのほか、コンサートや各種イベントの会
場としても使⽤されている。デイトンの⻄に隣接
するトロットウッド 市にあるハラ・アリーナや、
ライト州⽴⼤学 のキャンパスの近くにあるナッ
ター・センターもスポーツイベントやコンサート
の会場として使われる。ハラ・アリーナではデイ
トンアマチュア無線協会が北⽶最⼤であるばかり
でなく世界で最も有名なアマチュア無線祭（デイ
トンハムベンション）を毎年開催している*[21]。
ナッター・センターはライト州⽴⼤学のスポーツ
チームや、地元のプロアイスホッケーチーム、デ
イトン・ボンバーズのホームとなっている。

全⽶アマチュアトラップ射撃協会*[22] とトラッ
プ射撃博物館*[23]がデイトン国際空港の近隣に
あり、⽇本から競技銃を調達しにくる⼈もいる。

8 人口動態

8.1 都市圏人口

デイトンの都市圏、および広域都市圏を形成する
各郡の⼈⼝は以下の通りである（2010 年国勢調
査）*[1]。

デイトン都市圏

デイトン・スプリングフィールド・グリーンビル広域都市圏

8.2 市域人口推移

以下にデイトン市における1850年から2010年ま
での⼈⼝推移をグラフおよび表で⽰す*[24]。

9 姉妹都市

デイトンは以下の 5都市と姉妹都市提携を結んで
いる*[25]。

• アウクスブルク（ドイツ）

• ホロン（イスラエル）

• モンロビア（リベリア）

• ⼤磯町（⽇本・神奈川県）

• サラエヴォ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

10 脚注

[1] American FactFinder. U.S. Census Bureau. 2011年 2⽉
4⽇.

[2] 厳密には、デイトンで⽣まれたのは弟のオービル
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⼤部分を過ごしたことから、地元では兄弟共にデ
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[6] ⻯巻通りTornado Alleyはテキサス州から始まって
オハイオ州近辺に終わる。デイトンの東に隣接す
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[7] 近年では 1993-1994に 100年ぶりの低温、1994-1995
に⼤積雪があった。ただし年によっては殆ど氷が
張らないこともある。
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092427&refer=
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11 外部リンク

• Official city website（英語版）

• Dayton Daily News（英語版）

• Dayton Metro Library（英語版）

• Dayton History Books Online（英語版）

• Dayton Public Schools（英語版）

• Greater Dayton RTA Bus Lines（英語版）

• History of NCR（英語版）

• Visitors' information（英語版） -ライト州⽴⼤
学のサイトより

• What Dreams We Have, The Wright Brothers and
Their Hometown of Dayton, OH（英語版）

• City-Data.com - Dayton, Ohio（英語版）

• オハイオ州デイトンを訪ねて（デイトンのラ
イト兄弟史跡 1998年）

• Dayton, OH（Yahoo!Map地図）

• デイトン航空史跡地図（英語）
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http://www.greaterdaytonrta.org/
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http://www.cr.nps.gov/history/online_books/daav/index.htm
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12 文章および画像の出典、投稿者、ライセンス

12.1 文章
• デイトン (オハイオ州) 出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%B3_(%E3%82%

AA%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AA%E5%B7%9E)?oldid=61686884 投稿者: ⽵⻨⿂、Shimada22、Yassie、Peccafly、
Ariesmarine、Web comic、CommonsDelinker、Peabody、⿓伯、竃⾺、VolkovBot、TXiKiBoT、Dr jimmy、Thijssie!bot、SieBot、
Loveless、Idioma-bot、Beize~jawiki、Alexbot、右膝、PixelBot、BOTarate、Tribot、SpBot、MystBot、Luckas-bot、Ptbotgourou、
Yonidebot、ArthurBot、Slate46、TobeBot、TjBot、DixonDBot、EmausBot、ZéroBot、F-mikanBot、WikitanvirBot、CocuBot、MerlIwBot、
Rezabot、AvocatoBot、Victoria ca、KLBot2、Dexbot、トマス秋茄⼦、YFdyh-bot、Ichiromiami、4th protocolおよび匿名: 5

12.2 画像
• ファイル:1904WrightFlyer.jpg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/1904WrightFlyer.jpg ライセンス:

Public domain投稿者: Library of Congress -- http://www.loc.gov/pictures/collection/wri/item/2001696497/原著者: Wright Brothers
• ファイル:Commons-logo.svg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg ライセンス: Public

domain投稿者: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be
slightly warped.) 原著者: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• ファイル:Dayton-ohio-city-hall.jpg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Dayton-ohio-city-hall.jpg ライセ
ンス: Public domain投稿者: 投稿者⾃⾝による作品原著者: Tysto

• ファ イ ル:Dayton-ohio-courthouse-old.jpg 出 典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/
Dayton-ohio-courthouse-old.jpgライセンス: Public domain投稿者: ? 原著者: ?

• ファイル:Dayton_1870.JPG 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Dayton_1870.JPG ライセンス: Public
domain投稿者: ? 原著者: ?

• ファ イ ル:Dayton_International_CIMG0392.JPG 出 典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Dayton_
International_CIMG0392.JPGライセンス: Public domain投稿者: ? 原著者: ?

• ファイル:Flag_of_Ohio.svg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Ohio.svg ライセンス: Public
domain投稿者: Construction sheet, also at [1] (see patent filing)原著者: Designed by John Eisenmann, SVG code by <a href='//commons.
wikimedia.org/wiki/User:SiBr4' title='User:SiBr4'>SiBr4</a>

• ファイル:Flag_of_the_United_States.svg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.
svg ライセンス: Public domain 投稿者: SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States
Federal“Flag Law”). 原著者: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.

• ファ イ ル:Montage_dayton_1.jpg 出 典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Montage_dayton_1.jpg ラ イ
セ ン ス: CC BY-SA 3.0 投 稿 者: Dayton Skyline.jpg: <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:Dayton_Skyline.jpg'
class='image'><img alt='Dayton Skyline.jpg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Dayton_Skyline.jpg/
50px-Dayton_Skyline.jpg' width='50' height='28' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Dayton_Skyline.
jpg/75px-Dayton_Skyline.jpg 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Dayton_Skyline.jpg/100px-Dayton_
Skyline.jpg 2x' data-file-width='1920' data-file-height='1080' /></a>原著者: Dayton_Skyline.jpg: MarkDonna at en.wikipedia

• ファイル:OHMap-doton-Dayton.png 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/OHMap-doton-Dayton.png ライ
センス: CC-BY-SA-3.0投稿者: 原版の投稿者⾃⾝による作品原著者: 英語版ウィキペディアのCatbarさん

• ファイル:OHdayton-flood1913-4thst.jpg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/OHdayton-flood1913-4thst.
jpgライセンス: Public domain投稿者: ? 原著者: ?

• ファイル:Ohio_Dayton.png 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Ohio_Dayton.png ライセンス: CC-BY-
SA-3.0投稿者: Modificado de [1]原著者: Pacoperez6

• ファイル:ShimadaK2008-Wright_Cycle_shop_Dayton-PICT2714.jpg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/
57/ShimadaK2008-Wright_Cycle_shop_Dayton-PICT2714.jpg ライセンス: CC BY-SA 3.0 投稿者: photo by K. Shimada 原著者:
K. Shimada

• ファイル:UniversityofDayton.jpg出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/UniversityofDayton.jpgライセンス:
CC-BY-SA-3.0投稿者: 投稿者⾃⾝による作品原著者: Namtrofk

• ファイル:Wikisource-logo.svg 出典: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg ライセンス: CC
BY-SA 3.0投稿者: Rei-artur原著者: Nicholas Moreau
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• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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