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１. はじめに 

 

人間一人一人に名前があるように、場所にもそれぞれ名前、固有名詞が付いている。

ここでいう場所とは、国、都道府県（地域によっては州や省）や市など自治体の単位、道、

広場・公園、建物、学校など、様々な公共空間を指している。場所の名前、地名は、私たち

の日常生活に欠かせないものであるいっぽう、その由来や機能について、いちいち考える

ことは少ないかもしれない。しかしながら、当たり前のように存在する地名のようなものこ

そ、多様性を読み解くうえで示唆に富んでおり、その「当たり前」を疑ってみる価値がある。

そもそも、誰が、なぜ、どのような目的で、場所に名前を付けるのだろうか。 

例えば、アメリカ合衆国のことを日本語でよく「アメリカ」と呼ぶ。英語でUnites 
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States of America（USA）と言うが、この「アメリカ」という呼称は、15世紀末から16世紀初

頭にかけて活躍したイタリア人の探検家アメリゴ・ヴェスプッチという人物の名前に由来し

ている。 

私たちが合衆国1の呼称として当たり前に使う「アメリカ」について、その「当たり前」を疑

ってみたい点が二つある。まず、ヴェスプッチの名前に因んで付けられたのは、合衆国とい

う一つの国ではなく、南北を含むアメリカという大陸だったという点である。アメリカ大陸は、

合衆国やカナダ、メキシコを含む北アメリカと、ブラジルやアルゼンチンなどを含む南アメリ

カという二つの大陸から成り立っている。合衆国を「アメリカ」と呼ぶと、アメリカ大陸のほ

かの地域を排除してしまうという問題がある。 

第二に、「アメリカ」という名前自体にヨーロッパ中心主義的な価値観が埋め込まれてい

る。ヴェスプッチと同時代の人物に、同じくイタリア人の探検家クリストファー・コロンブスが

いる。コロンブスは自身が到達した大陸をアジアと信じ、現地の先住民をインディアン（イン

ド人）と呼んだ。対し、ヴェスプッチはコロンブスが探検した土地を自身も回りながら、それ

がアジアではなく、いまだに知られていない「新大陸」であると主張した。 

世界史の教科書は長い間、コロンブスやヴェスプッチなどヨーロッパの航海者たちがアメ

リカ大陸を「発見」した、と説明してきた。しかしながら、コロンブス到着以前に先住民が暮

らしすでに豊かな文明を築き上げていたのだから、最初にアメリカ大陸を「発見」したのは

コロンブスではないはずである。にもかかわらず、ヨーロッパ人の視点を中心に歴史を記

述するから、ヨーロッパ人によるアメリカ大陸への到達は「新大陸」の「発見」という形容に

なってしまっていたのだ。重要なのは、ヨーロッパ人のアメリカ大陸への到達以来、何が起

きたかということである。彼らは、複数の先住民族を虐殺・征服し、また西アフリカの人々を

奴隷として強制的に連行し、プランテーションで無償労働をさせるなどして大陸の植民地化

を進めた。ヨーロッパ中心主義的な「新大陸」の「発見」という記述は、不正確であるだけで

なく、先住民やアフリカ奴隷に対する暴力の歴史を覆い隠すという問題がある。 

「アメリカ」という地名一つを例にとってみても、南北アメリカにおける合衆国の影響力の

大きさや、南北アメリカにおける植民地主義の歴史を考えることができる。また、「アメリカ」

                                                 
1 メキシコも、公用語のスペイン語でEstados Unidos Mexicanos、英語でUnited Mexican Statesなの

で、「合衆（州）国」である。本章で「合衆国」がアメリカ合衆国を意味していることは、章のタイトルや

文脈から伝わるかと思う。しかしながら、「アメリカ」と同様に「合衆国」だけでアメリカ合衆国を指し

ていることがしばしばあり、同じく合衆国であるメキシコを排除しているという状況を指摘しておき

たい。 
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という名前を使うことで、私たちは知らず知らずのうちに、アメリゴ・ヴェスプッチというヨー

ロッパ人の探検家を記念している。意識をせずとも、ヴェスプッチの名前を残し彼の航海・

探検を称える行為に、私たちも日々加わっているのである。 

記念をするという行為は、何かを覚えておくと同時に何かを忘れる行為でもある。「アメ

リカ」という地名で、私たちが意識せずにヴェスプッチの名前を残しているとしても、先住民

の虐殺や奴隷制を思い出すことはほぼないだろう。本章では、合衆国の地名を事例に、場

所の名付けと記念の力を議論し、多様性を考える手がかりとしたい。 

 

２. 合衆国の地名 

 

18世紀後半の建国より前、移住してきたヨーロッパ人の大半がイギリスから来た人々だ

ったため、英語が合衆国の主要な言語となり、地名にも多く使用されてきた。多くの国でマ

ジョリティの言語が地名に使われているように、合衆国でも、マジョリティの言語である英

語が使用されたのである。マジョリティとは、数が多い集団というだけではなく、政治・社会

的な権力を持ち、主流社会を形成する人々のことを指している。逆にマイノリティとは、数が

少ない集団というだけではなく、政治・社会的な権力へのアクセスが限られており、主流社

会から排除されている、あるいは主流社会の周縁にいる人々を指している。 

合衆国は建国当初から移民の国だったため、イギリス以外のヨーロッパ地域からやって

きた移民の言葉など、外国語も地名に使用されてきた。『世界地名大事典：北アメリカ I・II』

は、州名、市町村名、自然地名、地域地名、国立公園、世界遺産など合衆国の10,000近

い地名を収録している。この事典によれば、合衆国の地名の由来は、人名、自然描写、外

国の地名、先住民の言葉、とそれ以外の五つに分けられる。 

ヨーロッパ人がアメリカ大陸に到達して以来、先住民は征服の対象となったが、彼らの言

葉も地名に使われ今日まで残っている。例えば、カナダと国境を接するモンタナ州からメキ

シコ湾へまで流れる、合衆国で最も長いミシシッピ川がそうである。「ミシシッピ」は、先住

民族の一つ、オジブワ族の言葉に由来しており、「大きな川」を意味する。合衆国南部に位

置するミシシッピ州は、ミシシッピ川が通過する州の一つである。先住民の言葉を使用する

地名は、「札幌（サッポロ）」など日本でも馴染みがあるだろう。北海道の先住民族アイヌの

経験は、近代日本の征服の対象となったという意味で、合衆国の先住民の経験と重なる部

分がある。アイヌへの植民地主義の歴史について、北海道の地名を通して考えてみるのも
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いいかもしれない。 

合衆国ではまた、アルファベットや数字も、道の名前に多用されている。「一条」、「二条」

と格子状に計画された京都や札幌の街も同様であるが、数字やアルファベットを使用して

名付けられた街は自分がどこにいるかの把握がしやすい。それは私たちが、1の次には2が

来る、Aの次にはBが来る、という科学の法則を理解しているからである。18世紀から20

世紀の近代という時代に発展した合衆国の街は、近代的で合理的な法則を利用して計画

されたため、数字やアルファベットが通りの名前に多用されたのである。新しい街の建設と

こうした科学的な場所の名付けは、前述の先住民の征服や植民地化と切り離すことができ

ない。科学の法則で標準化された地名は、外からやってきた植民者たちが空間を管理し、

読みやすくするのに便利であった。 

さらに、合衆国に限らず、ヨーロッパや欧米の植民地化を経験した地域において、道の名

前は住所の指標として機能している。こうした地域では、すべての道に名前が付けられてい

る。例えば、私が所属する大学の住所は、「ニュージャージー州ニューブランズウィック市セ

ミナリー通り16番地」である（ただし英語では、番地から先に表記することに注意されたい）。

この住所は、複数の「面」（「入れ物」や「ブロック」と捉えてもいい）と一つの「線」と一つの

「点」で成り立っている。どういうことかというと、ニュージャージー州やニューブランズウィッ

ク市という「面」と、セミナリー通りという「線」と、16番地という「点」が住所を構成している。

それに対して、日本の場合はどうだろうか。例えば、渋谷に近い、東京大学駒場キャンパス

の住所は「東京都目黒区駒場3丁目8番地1号」である。この住所は、たくさんの「面」と一つ

の「点」で成り立っている。東京都も目黒区も駒場も3丁目も8番地も「面」として機能して

おり、1号が「点」であり、通りの「線」はない。日本は、必ずしもすべての道に名前が付けら

れているわけではなく、欧米や欧米の植民地主義を経験した地域とは空間認識の仕方が

違うのである。 

多くの国でマジョリティの言語が使われていることに加えて、地名はまた、建国の父祖な

ど英雄を国家の象徴として記念している。大統領など国家の英雄・象徴のイメージをさりげ

なく含んでおり、ナショナリズムを強化する記念の媒体でもある。ナショナリズムとは、ここ

では国家を単位としたコミュニティ（共同体）の一体感を創りあげる思想や社会運動を意味

している。地名のほかに、記念碑や、国旗、国民の祝日、歴史教科書、ミュージアムなども記

念の媒体であり、多様な国民の間に共通の歴史を構築し、国家単位のコミュニティ意識を

強める役割を果たしている。後で見るように、コミュニティには地域をもとにしたものや、人
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種・民族を単位としたものもある。国家や地域のコミュニティが地名を作ることは頻繁にあ

るし、地名によって共同体が形成されることもあり、地名とコミュニティの関係は深い。 

地名など記念の媒体は、人物や出来事など何かを記憶させると同時に、何かを忘却させ

る力を持っている。例えば、合衆国の首都ワシントンDCは、初代大統領のジョージ・ワシント

ンを記念して建設され、名前が付けられた。また、前述ミシシッピ州の州都はジャクソン市で、

1830年代に大統領を務めたアンドリュー・ジャクソンの名前に因んでいる。人名が使用さ

れた地名には、その人物の生前の偉業を称え記念することで国家の英雄を構築し、国民の

間に一体感を高めるナショナリズムの機能がある。いっぽうで、ワシントンDC周辺にもミシ

シッピ州ジャクソン市のあたりにも、かつては多くの先住民が暮らしていたが、国家の英雄

を称える地名はその事実を忘却させる。 

では、ある人物が立派な人物として公共空間で記念され、国家の英雄になるとは、どうい

うことなのだろうか。ワシントンとジャクソンという二人の大統領の例は、場所の名付けがマ

ジョリティの視点を中心に行われてきたというのをよく示している。また、地名という記念の

媒体が何かを記憶させると同時に、何かを忘却させる力を持っていることを物語ってもい

る。ワシントンは合衆国のイギリスからの独立を実現し、ジャクソンは白人成年男子普通選

挙制を牽引したため、民主主義を築き上げた立派な人物とされている。民主主義は合衆国

の理念であり、国家のアイデンティティに関わる。しかし、二人が推進した民主主義は白人

男性のようなマジョリティにとって、とくに民主的であったとも言えるだろう。なぜなら、ワシ

ントンをはじめ合衆国の建国の父祖たちの多くが奴隷制で財をなした農園主であったし、

ジャクソンは先住民の大虐殺を遂行した軍隊の大佐でもあったからである。奴隷制も先住

民の虐殺も、民主主義と矛盾をきたしており、立派な行為とはかけ離れている。にもかかわ

らず、彼らの人種差別的側面は忘却されがちなのである。 

合衆国の地名で記念されているのは、権力を持つ白人男性が圧倒的に多い。それに対

し、先住民や黒人、アジア系やラティーノ2などの非白人や女性を記念する地名は数が限ら

                                                 
2 場所の名付けに限らず、集団をどう呼ぶのかというのも、その「当たり前」を疑ってみる価値があ

る。「ラティーノ」は、ラテンアメリカ（メキシコおよび中南米地域）出身の移民およびその子孫を指し

ている。もしかしたら、「ヒスパニック」という呼称の方が馴染みのある読者も多いかもしれない。「ラ

ティーノ」と「ヒスパニック」は、同じ集団を指している。ラテンアメリカは、スペインやポルトガルなど

ヨーロッパの植民地となり、ヨーロッパからの移住者である白人、先住民、奴隷としてアフリカから

連れてこられた人々、アジアからの移民と、様々な人々およびその子孫が暮らす。合衆国と同様に

多様な社会であるいっぽう、人種の概念や人種差別のあり方は合衆国と同じではない。しかし、合

衆国ではこうした多様な人々を「ラティーノ」あるいは「ヒスパニック」と一括りにしている。ラティーノ
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れている。中でも、非白人の女性を記念するものは、さらに数が少ない。マイノリティの存在

は、地名のような身近で「当たり前」のものにも、「当たり前」のものだからこそ、反映がされ

にくいのである。 

しかしながら、マイノリティの存在を可視化しようとする多文化主義の隆盛の中で、昨今、

非白人をはじめマイノリティの視点に立った場所の名付けと記念の方法が議論されている。

以下では、こうした動きの中でも黒人を記念する地名に焦点を当てて、その意義と問題を

考えてみたい。 

 

３. 黒人3を記念した場所 

 

黒人の活動家や作家に因んで名

付けられた場所が、20世紀末頃か

ら全米に多数存在し、その数は近年

も増加傾向にある。白人男性の名前

に偏っていた合衆国の地名に、明ら

かに変化が起こっている。とくに、マ

ーティン・ルーサー・キング・ジュニア

（以下、「キング」4と略記）を記念する

道・学校などが、黒人の名を冠した

場所の中でも三分の二を占めており、様々な地域の日常の景観の一部となりつつある。 

                                                                                                                                                         
の中にはヨーロッパ人の子孫あるいは白人という意識を強く持った人々も少なくないが、合衆国で

は移民、外国人、そして非白人として他者化（人種化）される場合もある。 
3 合衆国では、アフリカに先祖の縁を持つ人々を「アフリカ系アメリカ人」や「黒人」と呼ぶ。どちらも

国勢調査などで公的に使われる呼称である。奴隷制をはじめ「黒さ」を差別の根拠とした歴史があ

るため、「黒人」を差別用語だと考える人もいるかもしれない。しかし、「黒さ」をむしろ自分たちの誇

りとして価値を反転させた黒人コミュニティの歴史もあり、本稿ではこうした変遷を考慮に入れて

「黒人」という呼び方を採用する。また、合衆国内の奴隷制を経験した人々の子孫だけではなく、ア

フリカやカリブ海地域からの移民の人々を包摂する概念として「黒人」という呼称を使用する研究

もある。例えば、村田勝幸『アフリカン・ディアスポラのニューヨーク: 多様性が生み出す人種連帯の

かたち』（東京：彩流社、2012年）、第1章。 
4 日本語では一般的に「キング牧師」という肩書きを付けた呼称の方がなじみ深く、また英語でも通

俗的にはDr. King（キング博士）と敬称を付けて呼ぶ。本稿では学術書の慣習に倣い、肩書きや敬

称を省略して「キング」とする。黒崎真『マーティン・ルーサー・キング：非暴力の闘士』（東京：岩波書

店、2018年）などを参照。 

図 1. ニューヨーク市ハーレムにあるキング通り 
（2012年4月9日筆者撮影） 
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キングは、20世紀中頃に人種差別撤廃を求めた大きな民衆運動である公民権運動の

英雄であり、「私には夢がある」という演説で知られるキリスト教パプテスト派の牧師である。

それまで合衆国では交通機関やトイレなどあらゆる公共空間が白人用と非白人用で区別

されており、非白人は白人用の施設を使用することが許されていなかった。また、選挙で投

票することもできなかった。公民権運動は公共空間における人種差別を法律で明確に禁止

させ非白人の投票権を実現した、20世紀の合衆国の歴史の中でも大変重要な出来事で

あり、そのリーダーであったキングは米国の民主主義の象徴なのである。 

キングに関する地名は彼が暗殺された1968年頃、シカゴ市で初めて道の名前として出

現するが、こうした名付けが盛んになるのは1986年に彼の誕生日を連邦祝日とする法律

が制定される頃からである。1月のマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーは、合衆国

の祝日の中では珍しい、個人を記念する祝日である。2月には初代大統領ジョージ・ワシン

トンと奴隷制解放宣言で知られるアブラハム・リンカーンの誕生月であるため、プレジデン

ト・デー（大統領の日）というものがある。また、10月には前述のクリストファー・コロンブス

を称える日5もある。地名と同様、コロンブスやワシントン、リンカーンなど白人男性の記念

に集中していたアメリカの祝日に、黒人男性のキングの誕生日が加えられるというのは

1980年代のちょっとした「事件」であった。 

キングの誕生日の祝日制定は、まさに彼が率いた公民権運動の成果の一つとも言える。

この祝日制定とともに、コロンブスやワシントン、リンカーンの名を冠した道や学校に偏って

いた合衆国の地名に、キングの名前、そしてほかの著名な黒人の名前が加えられ、増加し

ていくことになったのである。 

ちなみに、黒人のほかにも、先住民や、アジア系、ラティーノ、とくに労働運動を牽引した

メキシコ系のセサール・チャベスなど、様々なマイノリティの個人を記念した場所も存在する。

こうしたマイノリティに因んだ地名は、元々白人の個人を記念していた場所を改名する場合

が多い。また、白人の個人を記念した場所が、先住民の言葉にとって代えられる事例もあ

る。アラスカ州に位置する全米最高峰の山の名称は、20世紀転換期の大統領ウィリアム・

マッキンリーに因んで「マッキンリー山」であったが、2015年8月に「デナリ」と改称された。

「デナリ」はアラスカ先住民の一つアサバスカンの言葉で、「偉大なもの」を意味する。さらに、

白人の視点で場所の名付けが行われてきたため、非白人に対する差別的な呼称が使われ

                                                 
5 南北アメリカ大陸で祝われてきた祝日だが、コロンブスの到達以来続いてきた先住民への抑圧が

議論されるようになり、「先住民の日」に近年変わりつつある。 
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ている地名も少なくなく、近年は見直されて取り外される場合もある6。同様に、奴隷所有

者や、19世紀後半の南北戦争時に奴隷制を支持した南部の英雄を記念する地名も、取り

外されつつあると同時に激しい論争が行われている。反対意見がありながらも、マイノリテ

ィを記念する地名やマイノリティの視点から名付けられる場所は、今後ますます増加してい

くことが予想される。 

話を戻すと、マイノリティである黒人が全米で記念され、黒人の名を冠した場所が増加す

ること自体は、公民権運動や多文化主義の隆盛を反映した、社会の前向きな変化であると

言える。町の中心部や黒人が集住する地域にコミュニティの英雄を記念することで、社会

の様々な制度に埋め込まれた白人優越主義を批判的に見て、黒人としての自信と尊厳を

回復し、集団としてのアイデンティティを高めるという効果と意義がある。黒人以外の人々

もまた、かつては見られなかったこのような黒人に因んだ場所の名付けとその増加を肯定

的に受け止めてきた。 

いっぽうで、研究者は黒人に因んだ場所の名付けが黒人の集住地区に集中しているこ

との問題も指摘してきた。公民権運動により法的な人種差別は撤廃されたが、人々の居住

区は依然として人種によって分かれている。人種に基づく居住区の棲み分け、住居隔離

（residential segregation）は、教育や医療などの公共サービスを大きく規定しており、黒人を

はじめ非白人は、白人に比べて公共サービスの恩恵を十分に受けることができていない。

非白人の貧困率が白人よりも相対的に高いのは人種差別が日常のレベルで存続している

ことの証左であり、住居隔離と深く関係している。奴隷制や選挙権の剥奪がかつて公然と

行われていたように、住居隔離は現在の合衆国に「当たり前」のように存在しており、マジョ

リティには見えにくい構造的な問題を作り出している。 

黒人に因んだ場所の名付けは人種による住居隔離を反映して黒人の集住地区に偏って

おり、米国の構造的な人種差別も影を落としていると言える。黒人コメディアンのクリス・ロ

ックの定番ネタは、「もし君の友だちがマーティン・ルーサー・キング通りで道に迷って電話

                                                 
6 例えば、「先住民女性の胸」（Squaw Tits. Squawが先住民女性への侮蔑語）、「ジャップ・ロード」

（「ジャップ」は日本人、日系人への侮蔑語）、「黒人湖」（Coon Lake）などである。合衆国の植民地主

義や人種差別の歴史を反映した表現ではあるが、言葉を聞いただけでトラウマが喚起されたり不愉

快に感じる人がほとんどなので、書き言葉でも話し言葉でも使用に細心の注意を要する。いっぽう、

こうした古い表現をただ削除するだけで問題が解決されるのか、侮蔑語を含む地名に賛成か反対

かという争点だけで、人々を人種差別主義者と人種差別反対派に分けてしまうことが適切なのかと、

疑問を投げかける研究もある。佃陽子「『ジャップ・ロード』改名論争にみる現代アメリカの多文化主

義」『教養論集』28（2018年）、pp.63-109。 
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してきて、どうすればいいか困っていたら、一番いいアドバイスは『逃げろ！』」である。「キ

ング通り」が位置するのが、黒人の集住地区で荒廃した危険な地域である、というイメージ

が彼と彼の観客の間で共有されているからこそ、通じるジョークなのである。 

じじつ、「キング通り」を白人の集住地区や町の目抜き通りに設置しようとする計画があ

ると、白人住民や不動産業者が反対し、論争になることが多い。例えば、ジョージア州ブー

ロック郡では1994年と1997年に、フロリダ州ザファーヒルズ市では2003年頃に、ノース

カロライナ州チャペルヒル市では2004年に、といくつもの自治体（とくに南部）でキング通

りの設置をめぐる論争が起こっている。いずれの地域でも最終的に改名は成立したし、反

対者の理由も様々である。例えばチャペルヒル市では、地元に縁のないキングではなく地

元の黒人リーダーを推す意見もあった。しかし、どの地域でも白人住民や不動産業者から

の反対が見られ、彼らの反対理由にはある種の傾向が見られた。黒人の地域と見なされる

と経済的不利益を招くとしたり、あるいは個人の権利や住所変更のための経費（通り名は

住所でもあるため）などを掲げ人種を語らないことで、キング通りが自分たちの近隣に来な

いようにする者もあった7。黒人の記念は、ただ黒人コミュニティのアイデンティティを高め

るためだけに黒人の居住区に位置しているわけでない。黒人を記念すること自体が、黒人

の集住地区の中に封じ込められ隔離されているのである。そして、その理由はほとんどの

場合、隠れている。 

黒人の名を冠した場所の立地に着目すると、マイノリティを記念することの意義に加えて、

多文化主義時代のアメリカ社会の逆説が見えてくる。黒人に対する社会的文化的な認識

が高まるにつれて、居住空間の隔離の維持やそれに伴う貧困といった構造的な問題が見

えにくいままに維持されている、という逆説である。 

 

４. ニューヨーク、マイケル・グリフィス通りの事例 

 

ここでもう一つ、黒人の個人を記念する場所の事例を紹介する。ニューヨーク州ニューヨ

ーク市ブルックリンにある「マイケル・グリフィス通り」という道である。世界の文化と経済を

牽引する大都市ニューヨークと言えば、自由の女神像や、マンハッタンに位置する金融の

                                                 
7 樋口映美「アメリカ合衆国の人種秩序をめぐる近況：チャペルヒルの道路改名論争と再開発の事

例から」『歴史学研究』865（2010年）、pp.33-42; Dylan Gottlieb, “Sixth Avenue Heartache: 
Race, Commemoration, and the Colorblind Consensus in Zephyrhills, Florida, 2003–2004,” Journal of 
Urban History 39 no. 6 (2013): 1085–1105. 
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中心・ウォール街や巨大な公園・セントラルパークなどを思い浮かべるだろうか。ブルックリ

ンも近年は開発が盛んで、芸術観賞や買い物のために観光客が押し寄せ、おしゃれな地域

として人気がある。同じブルックリンとはいえ、マイケル・グリフィス通りが位置するのは、住

宅と少しの商店が並ぶ、生活感にあふれた居住区である。では、通りの名前で記念されて

いるマイケル・グリフィスとは、いったいどのような人物なのだろうか。 

マイケル・グリフィスは、1986年12月にニューヨーク市内の白人の集住地区において

白人青年集団に襲われ死亡した黒人青年である。現在でこそ覚えている人も少ないが、

人種偏見によって引き起こされたこの殺人事件は、当時全米の注目を集めた。合衆国を

代表する小説家トマス・ウルフの『虚栄のかがり火』（1987年）という作品に影響を与えた

と言われ、後に映画化もされている（ウルフは白人）。映画監督のスパイク・リーは事件を

批判して、『ドゥ・ザ・ライト・シング』（1989年）を撮った（リーは黒人）。さらにグリフィスは、

合衆国の奴隷制の子孫であるアフリカ系アメリカ人ではなく、カリブ海に位置するトリニ

ダード・トバゴからの移民であった。黒人移民という黒人コミュニティ内部の多様性・複雑

さで注目された事件でもあった。 

マイケル・グリフィス通りは、黒人コミュニティが犠牲者を記念し、人種主義的暴力（人種

偏見に起因する、一般市民や警察による暴力）に異議を申し立てる目的で、パシフィック通

りの一部区間を変更する形で1999年に改名された。この改名はグリフィスが生前家族と

暮らした黒人の集住地区であるブルックリンのベッドフォード・スタイベサント区で起こった。 

改名の過程は、1998年9月、区の町内会に母親のジーン・グリフィス・サンディフォード

がマイケル・グリフィス通りの提案を持ち込んだことから本格的に始まった。11月に町内会

の会合で話し合われた後、 ニューヨーク市議会でも審議され、1999年12月、当時の市長

ルドルフ・ジュリアーニの署名を経て改名が成立した。23歳という若さで亡くなったグリフィ

図 2. マイケル・グリフィス通り（2016年8月28日筆
者撮影） 

図 3. マイケル・グリフィス通りの様子（2016年8月
28日筆者撮影） 
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スは、歴代の大統領やコロンブスのような有名な人物ではなく、また黒人をはじめマイノリ

ティの活動家のようには地域や集団への貢献をし得なかった。彼は、人種主義的暴力の犠

牲者としてマスメディアに報道されるまで、世間一般の人にはほとんど知られていない人物

だったのである。 

この一青年の記念の是非をめぐって、町内会の話し合いでは賛成派と反対派が対立し

た。グリフィスは道の名前として記念に値するのかが争点になり、反対派は彼が生前に立

派な行いをしたわけではないという点を指摘した。しかしながら、賛成派は「グリフィス通り

を作ることは、ほかの誰かにも起こりうる暴力に対して抗議していくこと」という、今までとは

違う記念の意義を主張した。この場所の名付けの新しい目的が反対派をも説得し、コミュ

ニティの中で、道路の名前を変更する合意が形成された。 

記念には、立派な人物を褒め称えるという目的のほかに、誰かの死を悼むという目的も

あり、マイケル・グリフィス通りは後者の目的を持つ場所の名付けである。戦争や虐殺など

の暴力で命を落とした人々を追悼する際には、そうした悲劇を二度と起こさないという決意

も込められている。グリフィスに起こったような人種主義的暴力を二度と起こさせない、そ

うした暴力に反対していく、というコミュニティの決意が込められているのである。グリフィ

スのような市井の人物、しかも黒人の青年の名前が道に付けられ日常の風景の中で記念

されるというのは、1999年当時なかなか画期的なことであった。人種主義的暴力の犠牲

者を追悼し、暴力と人種差別に反対するという動きもまた、ニューヨークをはじめ全米で広

がる動きの一つである 8。特に2020年は、構造的な人種差別に抗議するBlack Lives 

Matter（黒人の命を粗末にするな）運動がグローバルに広がった年であった。その引き金と

なったのが警察によるジョージ・フロイド氏の殺害であり、ミネソタ州ミネアポリス市の現場

は「ジョージ・フロイド広場(George Floyd Square)」と呼ばれるようになり、彼を追悼するた

めに道を改名する動きも見られる。 

                                                 
8 私が調査した限り、人種主義的暴力の犠牲者を追悼する地名は合衆国に少なくとも10か所存在

する。ニューヨーク市では、マイケル・グリフィス通りのほかに、Manuel Mayi Jr. Corner（クイーンズに

位置する、1997年改名）、Anthony Baez Place（ブロンクス、2000年）、Julio Rivera Corner（クイー

ンズ、2000年）、Nicholas Naquan Heyward, Jr. Park（ブルックリン、2001年）、Amadou Diallo Place
（ブロンクス、2002年）、Timothy Stansbury Jr. Avenue（ブルックリン、2005年）、Sean Bell Way（ク
イーンズ、2009年）の計8か所である。さらに、シカゴ市では1991年にEmmet Till Roadが設置され

た。Emmet Tillは、1955年にミシシッピ州で白人に惨殺された黒人の青年である。テキサス州プレ

イリー・ビュー市では、2015年にSandra Bland Parkwayが名付けられた。Sandra Blandは、同2015

年に、証拠不十分にもかかわらず警察に逮捕され獄中で死亡した黒人女性である。 
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マイノリティの記念そして犠牲者の追悼という意義があるいっぽうで、マイケル・グリフィ

ス通りは、黒人を記念した場所の問題をまさに体現している。道の名付けが、彼が生前に

家族と暮らした黒人の居住区でなされたという、地名の位置の問題である。グリフィスが犠

牲となった、白人の集住地区で黒人が襲われるという事件は市内の住居隔離を反映して

いたと言えるにもかかわらず、その記念の場所が、皮肉にも事件の遠因である隔離をなぞ

ってしまっている。 

この通りの改名を通じて、黒人コミュニティは集合的アイデンティティや記憶を強めてい

たが、黒人コミュニティ内部では道の名前の変更だけでは暴力の背景にある人種差別的な

構造の是正はできないという批判すら出ていた。マイノリティの記念のあり方はどうあるべ

きか、コミュニティ内部でも意見を一致させることは難しい。マイケル・グリフィス通りなど人

種主義的暴力の犠牲者を記念する場所の名付けもまた、黒人をはじめ非白人の集住地区

に集中している。こうした名付けは、マイノリティを記念するという社会の前向きな変化が、

依然として続く人種差別を反映し維持してもいるという逆説的な状況をさらに複雑にして

いる。 

 

５. おわりに 

 

 本章では、合衆国の事例を通して、場所の名付けと記念の力について見てきた。私たちの

日々の生活の中に「当たり前」に存在している地名には、植民地主義やナショナリズムなど

強烈な力と政治が埋め込められている。合衆国においては、白人男性の記念に偏った地名

が、マイノリティの視点から変えられつつあることを確認した。そして黒人を記念した場所は、

黒人コミュニティのアイデンティティを高める意義があると同時に、地名は黒人の居住区に

集中する傾向があり、住居隔離にともなう貧困や人種差別、暴力といった社会問題とも切

り離せないことを示した。個人の記念の例がすべて男性だったように、女性の名を冠した場

所は依然として限られている。 

場所の名付けと記念の力も、人種差別や植民地主義の話も、遠い国の話では決してな

い。日本の地名には、どんなナショナリズムが込められているだろうか。北海道や沖縄の地

名、在日コリアンが暮らす地域の名前、俗称なども、本章を利用して考えてみてほしい。ま

た、21世紀初頭の日本では、「平成の大合併」という政府主導の市町村合併があり、多くの

地名が消えるとともに新しい市町村名が作られた。スポーツスタジアムや空港などの公共
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施設がネーミングライツ制度を導入するようになり、こうした場所には企業の名前が付けら

れている。あるいは、大学の建物やホール、部屋の名前に興味を引くものはないだろうか。 

不変のもののように存在する地名は、歴史状況の中で絶えず変化してきた。こうした「当

たり前」の身近なものに目を向ければ、多様性をより深く理解できるし、世界が違って見え

るのではないだろうか。 
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