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●本研究旅行の目的 

今回の研究旅行の目的は、9.11 以降のアメリカ合衆国におけるナショナリズムのあり方

を、現地体験を通じて考察することであった。 
アメリカ合衆国は他国と比べると比較的多くの人種・民族でその国民が構成されており、

それでいて１つの国として成立している。そこで、アメリカ合衆国においてナショナリズ

ムが形成されるプロセスと、現在のナショナリズムのあり方について興味を抱いた。特に、

9.11 以降にアメリカ合衆国のナショナリズムは最も高揚したといわれており、以後 10 年間

にわたって犯罪も減り続け、ニューヨークは全米で最も安全な都市になったといわれてい

る。このような状況を踏まえ、実際にワールド・トレード・センター・ビルディング跡地

や博物館などの様々な施設を訪問することで、アメリカ合衆国が 9.11 の出来事をどのよう

に私たちに記憶させようとしているのか、そこからどのようなナショナリズムが読み取れ

るかについて考察を行った。 
 

●研究旅行の具体的な経緯 

まず、ワシントン DC にあるアメリカ歴史博物館の常設展を観ることで、「公式」のアメ

リカ史がどのようなものかを整理した。この作業を踏まえ、ニューヨークの警察博物館や

グランド・ゼロ、メモリアルへ行き、アメリカの人々が 9.11 のテロ事件をどのように記憶

しているのか、アメリカのいたるところに点在する記念碑やメモリアルのような施設が

人々の日常生活に 9.11 をどのように刻み込んでいるかを読み取り、作成者側がどのような

経緯で、メモリアルを完成させるに至ったのか、一般の人々に 9.11 をどのように記憶させ

ようとしているのかを考察した。以上をもって、9.11 とナショナリズムとの関係をまとめ

た。 

●旅行日程 

第 1日目 福岡⇒東京（成田） 東京⇒ワシントン D.C.（ワシントン・ダレ

ス）空港⇒ホテル 

第 2 日目 (1)アメリカ国立歴史博物館、(2)NEWSEUM、ワシントン D.C.⇒
ニューヨーク（ケネディ）空港⇒ホテル 

第 3 日目 (3)9/11 メモリアルパーク 1 日目 
第 4 日目 (3)9/11 メモリアルパーク 2 日目 
第 5 日目 (4)ニューヨーク市警察博物館 
第 6 日目 調査まとめ 
第７日目 ニューヨーク⇒東京（成田） （機中泊） 
第 8 日目 東京⇒福岡 
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(1)アメリカ国立歴史博物館 

 

 アメリカ国内外に対してアピールする「正式なアメリカ史」を知る手掛かりとして、私

たちは最初に、国の関連施設であるアメリカ国立歴史博物館を訪れた。 

  
  まず、印象的だったのは国旗を”National Treasure (国の宝)”として展示していたこと

である。国旗にまつわるエピソードのブースがかなり広く設けられていた。アメリカ国旗

は国の最も重要なシンボルであり、アメリカ国民は、お祝い、危機、抗議などの時に、国

旗を掲げる。 
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星条旗は独立戦争時にフィラデルフィアでベツィー・ロスという女性が裁縫したものが

始まりだとされる。写真(上)の中央の白黒の写真がベツィー・ロスの裁縫した星条旗である。 
ワシントンの街を歩いていても、いたるところで国旗を目にすることが多かった。これ

ほどまでに国旗を重要視する国はあまりないように思う。共有できる神話も祭式もないア

メリカにとって、国旗はアメリカ国民が共有できる唯一のものであったのではないだろう

か。 

 
 写真(左)は、ハイジャックされたユナイテッド航空 175 便が追突した後のワールド・ト

レード・センター・ビルディングのサウスタワーである。写真(右)は、93 便から発見され

た機内公衆電話と、ペンタゴンから見つかった身分証である。 
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(2)NEWSEUM 

  

私たちは、9/11の事件をどのように報道し、またどのように記憶させようとしているか

について調べるためにニュージアムを訪れた。ここニュージアムは、報道機関をまとめた

ニュース専門のミュージアムである。 

 

 ４階にある 9/11ギャラリーに入り、いちばん最初に目に入ったのが、中央に展示されて

いる破壊されたノースタワー（ワールド・トレード・センター・ビルディング）のアンテ

ナの一部であった。写真(右)の白い枠で囲まれた部分は写真(左)のもとの姿である。わず

か一部ではあったが、一目見ただけで 9/11の被害がどれほど大きなものであったか分かっ

た。このアンテナの周りには、報道機関によって報道されたタイムラインが並べられてお
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り、その時間に何が起こっていたかが写真付きで詳しく説明されていた。 

 

  9/11ギャラリーの壁一面に、9/11に関する記事が展示されていた。 

 

  記事の中でも特に、この二つの見出しが印象的だった。”DAY OF DEATH (死の一

日)””Our nation saw evil (我が国は悪を見た)”分かりやすい単語の見出しであるが、

写真と見出しだけで、アメリカにとって予期せぬ最悪の出来事であり、被害がどれほど大

きなものであったかが分かった。展示されている新聞記事はアメリカで発行されているも

のだけではなく、世界各国の新聞記事が展示されていた。日本語で書かれた新聞記事を見

て、小学生の時にニュースで見た、まるで映画を見ているかのような映像を思い出した。

新聞記事の数からも、アメリカだけではなく、世界各国に多くの衝撃をあたえたことが分

かった。 
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  命がけで報道を続けたレポーター達のインタビュー映像や、実際にテレビで報道されて

いた映像を見ることもできた。映像を見ながら、涙ぐまれる人もいて、この同時多発テロ

がアメリカ国民にどれほど影響を与えたかが感じとれた。また、１２年経った今も鮮明に

思い出される出来事であり、まだ遠い昔の出来事ではないように思えた。 

 このギャラリーで、どれほど多くのジャーナリストが命をかけてこの同時多発テロ事件を

報道したかという物語が分かる。破壊されたノースタワーのアンテナの一部、損害を受け

たペンタゴンの瓦礫、同時多発テロの報道をして亡くなったジャーナリストのカメラや、

映像といった同時多発テロの衝撃的な事実を目の当たりにした。 
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 １階にあるピューリツァー賞写真ギャラリーには、ピューリツァー賞受賞者すべての写

真が展示されている。その中にも、同時多発テロの写真がいくつかあった。この写真は New 

York Timesのスタッフが撮影した写真である。ニュース速報写真部門で 2002年にピューリ

ツァー賞を受賞した。 

 

 
 コンコースにあるＦＢＩ展示ブースには、9/11関連の展示がたくさんあった。このブー

スでは、ＦＢＩの過去百年の大きな事件が特集されている。 
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 このブースには、9/11の前兆として 9/11以前のアルカイダによるテロ事件の展示品も多

数そろえられていた。1993年 2月 26日にワールド・トレード・センター・ビルディングの

ガレージで起こったテロを始まりに、アルカイダ関係の組織によるテロリストによる犯行

がアメリカで続いていたのであった。2001年 12月、アルカイダテロリストである Richard 

Reidは靴の中に隠していた爆発物を飛行機の中で燃やそうとしたのであった。写真(左)は、

彼が履いていた靴や、パスポートである。 

 

 (上)写真は、ユナイテッド航空 93便をハイジャックした Saeed al Ghamdiと Ziad Jarrah

のパスポートである。 
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(3)9/11MEMORIAL PARK 
厳重なセキュリティーチェックを終えると、

一番に高層タワーが目についた。ワールド・

トレード・センターの跡地に建設された高層

ビルがこの FREEDOM TOWER（左）で

22 ある。高さは 1776 フィート（500ｍ以上）

で、1776 には独立宣言の年の意味がある。

このフリーダムタワーの存在感から、約 13
年前の飛行機が突撃する光景が思い浮かん

だ。 

写真（上）が過去のワールド・トレード・センタ

ーで、写真（下）が現在の様子の地図である。1WT
（north tower）と 2WT(south tower)の跡地に

は、それぞれ north pool、south pool が建設され

ており、その周りにはまだ十数年経った今でも 
建設中の建物もあった。9/11 記念博物館も、2014
年春に会館予定だという。 
 

周辺にはたくさんの木々が植えられ

ている。その中には、〝サバイバー・

ツリー″（生還の木）と呼ばれるグラ

ンド・ゼロの瓦礫の中からボロボロの

状態で発見された木が再び植えられ

て、大きく育っていて、衝撃的だった。 
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 写真（上）は North Pool、写真（下）は South Pool。北米最大となる 30 フィート（9 メ

ートル）の滝がプールに流れ落ち、中央の空洞に注ぎ込まれるデザイン。プールを取り囲

む青銅板には、2001 年と 1993 年のテロで犠牲となった約 3000 名近くの方々の名前が刻

まれている。中には、日本人の名前もあり、見たときには胸が痛くなった。名前は、9/11
当日に犠牲者がいた場所や、その日に亡くなった他の方との関係を反映したり、ご家族が

希望された別の犠牲者の名前の隣に並ぶようにするなど、いくつもの「意味のある隣接性」

を基に配列されている。名前の近くでお祈りを捧げている人々もみられた。何度も訪れる

べき場所である。 

彫刻されている名前には、白いバ

ラがいくつか添えてあった。白い

バラの花言葉には「尊敬」などの

意味がある。 
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メモリアルパークの出口を出て、少し歩くと 9/11 MEMORIAL PREVIEW SITE
という建物があった。ここには、メモリアルパークのグッズや、当時の人々のイ

ンタビューの映像が流れていたり、事故の写真が収められている本などが売って

あった。壁（写真上）には、おそらく、散らばったと思われる建物の鉄鋼物の残

骸や、メモリアルパークの説明などが書いてあった。 
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(4)ニューヨーク市警察博物館 

ロウアーマンハッタンのウォー

ルストリート付近にあるニュー

ヨーク市警察博物館。ここにも、

9.11 の展示品を見ることができ

る。（本来の博物館はハリケーン

による被害で再建中のため、別途

開設されていた博物館を訪問） 

グラウンドゼロから発見された実際に警察

が使った道具。トランシーバーや帽子、銃、

石とセメントで石化した武器など。 

South tower に飛行機が衝突す

る直前の写真。North tower が燃

えると同時に、米軍航空 175 便が

south tower に向かった。わずか

数秒の間にビルに突撃した。 
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ワールドトレードセンター崩壊後のフルトン St。 

 
非難する人々 
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調査結果 
 アメリカは、たとえば日本と比べると、出自を異にする多くの民族や人種で「国民」が

構成されているが、それでいて一つの国としてまとまりを持ち、成立している。共通の神

話も歴史もなかったアメリカは、制度や装置だけではなく、それらを意味づけていく価値

と文化も同時に創り出さなくてはならなかった。そのため、共有する文化や価値は、人為

的・意識的に生みだされる傾向が強かった。共通項の乏しい人々が「国民」としてまとま

りを創るために必要であるナショナリズムのあり方は、時代によって変化している。 
特に、9/11 同時多発テロ以降はアメリカのナショナリズムが非常に高揚したと言われて

いる。9/11 は「21 世紀のパールハーバー」「第二のパールハーバー」と言われ、しばし、

パールハーバーが引き合いに出された。脅威と危害の話は、愛国心を奮い立たせ、不安に

満ちた国民に最終的な正義の勝利を約束する作用を果たした。アメリカは、危機に迫った

時にナショナリズムが高揚する傾向が強い。パールハーバーを連想させることで、アメリ

カのナショナリズムはますます高揚したのではないだろうか。 
 メモリアルパークを始め、9/11 に関連する展示や、そこに訪れる人の表情を見て、9/11
の破壊の大きさ、再生の力、そして、10 年以上経った現在も鮮明に思い出される記憶であ

ることを感じた。同時多発テロにより無数の命が奪われ、多くの人々が協力し、再生へ向

けて働きかけたということは忘れてはならない記憶である。この 9/11 の事件を記憶するこ

とは、被害の大きさや、アメリカの再生の力を示すだけではなく、アメリカ国民に、高揚

した愛国心も記憶しているのではないだろうか。9/11 以後 10 年間にわたって犯罪も減り続

け、テロの被害地域であったニューヨークは、全米で最も安全な都市になったと言われて

いる。9/11 によって生まれた愛国心の高まりこそが、ニューヨークの安全へ繋がったとい

える。この安全を保持するためも、9/11 の事件が忘れ去られないように国民と隣り合わせ

の場所にメモリアルパークなどの建設が今もすすめられているように感じられた。 
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