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１．はじめに

　江戸幕府が海外渡航を承認したことにより、アメ
リカ合衆国には多くの日本人が移住してきた。1868
年にハワイの主要産業である砂糖きびプランテー
ションの労働者として、「元年者」と言われる公式移
民の日本人153人が、ハワイ王国に渡った。その後、
1882年の中国人移民排斥法の制定により、アメリカ
合衆国の本土で日本人を雇用する企業が増加し、本

土への移住者が増加した。明治政府は、1885年に
ハワイ王国と条約を締結し、政府が公認した移民が
始まった。
　第二次世界大戦以前に移民してきた日系一世とそ
の子孫から1960年代以降に移民してきた新一世と呼
ばれる世代とその子孫まで、多くの日系人・日本人
が現在もアメリカ合衆国の各地で、地元コミュニティ
の一員として生活している。
　全米日系人博物館の資料では、1990年の国勢調

アメリカ・サンフランシスコの日系人・
日本人コミュニティの変容

―サンフランシスコ・ジャパンタウンの変容からの考察―

田　中　真奈美１）

The Evolution of the Japanese Community in San Francisco: 
From the Observation of the Transition of San Francisco Japantown

Manami Tanaka

要　約

　1860年代初頭に最初の日本人がサンフランシスコに移住した。その後、多くの日本人がサンフランシス

コからアメリカ合衆国の各地へ移住した。移民の玄関口であったサンフランシスコに、アメリカ合衆国の

中で最も古い日系コミュニティが形成された。

　サンフランシスコ・ジャパンタウンの変容を明らかにすることにより、アメリカ社会での日系人・日本

人の変容を明らかにできると考え、日系人・日本人コミュニティと関わりの深い３人に半構造化面接によ

る聞き取り調査を行った。日系人・日本人の生活の中心であったジャパンタウンは、日系人のアメリカ社

会での社会的地位の確立やICT技術の発展等による環境の変化等から、日系人・日本人コミュニティの

役割と共に変化した。３人の語りから、サンフランシスコ・ジャパンタウンと日系人・日本人コミュニティ

の変容について、その諸要因と今後のジャパンタウンの役割を考察した。

キーワード：日系人・日本人コミュニティ、コミュニティの役割、ジャパンタウン

１）田中真奈美　　東京未来大学モチベーション行動科学部（Tokyo Future University）　　tanaka-manami@tokyomirai.jp

東京未来大学研究紀要  Vol.16　2022.3　pp.111−120

原著



アメリカ・サンフランシスコの日系人・日本人コミュニティの変容
田中真奈美

− 112 −

査によると、日系人人口は、847,562人で、そのうち
85％の約723,000人がハワイ州と西海岸（カリフォ
ルニア州、オレゴン州、ワシントン州）で暮らして
いた。その中でもカリフォルニア州に住んでいる日
系人や日本人は多かった。Discover San Francisco 
Japantown によると、2015年には、12,000人近くの
日系人・日本人がサンフランシスコで生活しており、
ベイエリアには80,000人近い日系人・日本人が暮ら
していた。外務省の海外在留邦人数調査統計による
と、2020年10月現在、19,765人がサンフランシスコ
都市圏に在住している。これらのことから、長期に
亘り、サンフランシスコ近郊が日系人や日本人が在
住している場所であることがわかる。
　アメリカ合衆国の中で最も古い日系コミュニティ
が形成されたのが、サンフランシスコであり、日系
人や日本人にとって、関係の深い場所である。日系
人の地位向上を目指すJACL（Japanese American 
Citizens Leage）全米日系市民協会の本部がサンフ
ランシスコにあることも、日系人にとって、中心的な
場所であることを表している。
　杉浦（2007）と杉浦・小田（2009）は、都市開発
に焦点を当てて、ジャパンタウンの変化を研究して
いる。小田（2010）は、市民がコミュニティの存続
を訴えて行った「ジャパンタウン保存運動」を取り
上げ、ジャパンタウンの存続意義について述べてい
る。しかし、関係者への聞き取り調査から、ジャパ
ンタウンの変容や存続意義を調査している研究はな
い。
　サンフランシスコの日系人・日本人コミュニティ
の変容を聞き取り調査によって明らかにし、アメリ
カ社会の中で社会的地位を確立しつつある日系人・
日本人にとってコミュニティの中心であるジャパンタ
ウンの存在価値を明らかにすることは、意義がある
と確信している。
　
２．サンフランシスコ・ジャパンタウンの特徴

　アメリカ合衆国に現存するジャパンタウンは、３
か所だけである。ロサンゼルスのリトル東京、サン

ノゼにある日本町、サンフランシスコのジャパンタ
ウンである。３か所の中で、サンフランシスコのジャ
パンタウンが一番古く、敷地面積が広い。
　1860年代初頭に最初の日本人が渡米し、アメリカ
合衆国の中で最も古い日系コミュニティが形成され
たのが、サンフランシスコである。第二次世界大戦
中に日系人は迫害を受けたが、戦後ジャパンタウン
が形成され、日系人や日本人の生活の中心となる場
所となっていった。田中（2016）によると、初期のジャ
パンタウンは、現在のダウンタウンであるマーケット
通りの近くにあった。しかし、1906年のサンフラン
シスコ大震災により、甚大な被害を受け、移転を余
儀なくされ、多くの日系の商店等が、現在のウエス
タン・アディション地区へ移転した。
　もん（2006）、US Frontline（1997）、北米毎日新
聞（2006）によると、1968年にはジャパンタウンの
最大のイベントである北カリフォルニア桜祭りの開
催が始まり、同年に現在のピースプラザ（中央広場）
に五重塔が建設された。多くの日系企業の支社・支
店があり、活気があった。日本の雑貨を扱う商店、スー
パーマーケット、美容院、和食レストランも多くあり、
日本語の書籍を販売する書店も数店あった。

図１　ジャパンタウンのシンボルの五重塔
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　ジャパンタウンには、日系の団体も多くある。1981
年に設立された非営利団体であるNJAHS （National 
Japanese American Historical Society）全米日系
人歴史協会は、日系人の歴史等についての展示やプ
ログラム活動を行っている。
　JCCCNC （Japanese Cultural and Community 
Center of Northern California）北カリフォルニア日
本文化コミュニティセンターは、1973年に非営利団
体となり、ビルを所有しており、同ビル内には日系
諸団体のオフィスもある。日本文化の紹介事業、文
化継承イベント、教育プログラム、日本との交流事業、
日本訪問プログラム等を行っている。
　1929年に日系アメリカ人の権利を守るために設立
されたJACL（Japanese American Citizens Leage）
全米日系市民協会の本部は、サンフランシスコにあ
る。第二次世界大戦中も活動を継続した。現在でも
日系人の地位向上のために様々な活動をしている。
　宗教団体には、アメリカ仏教寺院、禅宗の桑湊寺、
金光教、日本語によるミサを行う長老派教会等があ
る。
　教育機関には、日英バイリンガルで教育を行う保
育所日本町リトルフレンズ、100年以上日系人の日本
語教育を行ってきた金門学園がある。また、日本語
の蔵書のある公立の図書館もジャパンタウンの近く
にあり、多くの人々が利用している。

　1990年以降は、インターネットの普及等の影響に
より、ジャパンタウンに集まる日系人・日本人は減
少しつつあり、商店も様変わりしている。田中（2016）
によると、2007年にジャパンタウンの中心にNew 
PeopleというＪポップをコンセプトにした店が開店
し、日本の秋葉原の文化を発信するようになり、多
くのアジア系の若者が訪れるようになった。
　Discover San Francisco Japantownによると、現
在のジャパンタウンを訪れることは、大阪にちょっと
した旅行をするようなもので、新旧の日本文化を体
験することができ、アニメ、陶器、着物、寿司、漫画、
日本のファッション、和菓子等、様々な日本のアイ
テムを堪能することができる。
　サンフランシスコ・ジャパンタウンは、2006年に
特別用途区域（Special Use District）となり、様々
なエスニックの人々が日本文化や和食を求めて集
まる場所となってきている。2001年に、Japantawn 
Task Force, Inc.ジャパンタウン・タスク・フォース
が組織され、ジャパンタウンの維持と発展、人種の
多様性の強化のために活動している。

図２　金門学園

図３　ジャパンタウンの歴史を伝える掲示

３�．サンフランシスコ・ジャパンタウンに関
する先行研究

　サンフランシスコのジャパンタウンは、1906年に
形成され、2006年に100周年を迎えた。Discover 
San Francisco Japantownによると、ジャパンタウ
ンは、第二次世界大戦前のサンフランシスコの日本
人コミュニティの中心地であり、1860年代初頭に最
初に定住した日本人移民とその子孫達が、日本の芸
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術と文化を守り続けている場所である。
　Graves（2011）は、ジャパンタウンの歴史的な変
化をジャパンタウンの所在地であるウエスタン・ア
ディッション地区の開発、初期の日系人コミュニティ
の形成、第二次世界大戦後の日系人と再開発等の出
来事に基づき、考察している。杉浦（2007）は、ジャ
パンタウンの都市再開発事業に焦点を当て、再開発
の構造とエスニック都市空間の建造環境の変容にお
けるその役割を考察した。再開発の結果、ジャパン
タウン周辺の建造環境は大きく変容した。伝統的な
総合型エスニック・タウンからツーリスト向けのエス
ニック・タウンに在来の現地コミュニティ向けエス
ニック・タウンの要素が混在した複合型のエスニッ
ク・タウンへと変容した。Lai（2013）は、サンフラ
ンシスコ・ジャパンタウンの再開発を事例として、
アジア系アメリカ人運動がどのように広がっていっ
たのかについて考察している。他の反人種主義運動
と同様、日系コミュニティの再開発反対運動に大き
な影響を与えたと考察している。
　杉浦・小田（2009）は、サンフランシスコ・ジャ
パンタウンにあったボウリングセンター「ジャパン
タウンボウル」の売却問題に関連して起こった大手
コーヒーショップ・チェーン「スターバックス」店
舗進出問題について考察している。ジャパンタウン
の諸組織は出店に大反対をした。その理由は、ジャ
パンタウンにあった数店のコーヒーショップを保全
するためであった。杉浦・小田（2009）は、ローカ
ル・エスニック・コミュニティの維持・保全を志向
するエスニックに意味付けられた特殊な都市過程と
して捉え、資本による「想像された空間（conceived 
space）」とコミュニティの現実の「生きられた場所

（lived place）」との対抗関係であるとしている。
　小田（2010）は、市民がコミュニティの存続を訴
えて行った「ジャパンタウン保存運動」を取り上げ、
ジャパンタウンの商店主やNPO等の関係者が、直
接的に再開発に関与した点について述べている。
　河上（2014）は、ジャパンタウンに出入りする多
数の在米コリアンに注目し、自文化と類似する日本

文化のあるジャパンタウンに集まる在米コリアンの
生活の術を明らかにしている。ジャパンタウンには、
多くの韓国系の店があり、ハングル文字の表記も目
立ち、韓国化が進行している。
　Takezawa・Okihiro（2016）は、日米の研究者
が合同で行った日系人に関する人種差別、コミュニ
ティ、交差、境界、再編成、教育の視点からの研究
結果を明らかにした。
　サンフランシスコのジャパンタウンを調査対象と
している研究は少ない。再開発の結果、ジャパンタ
ウンが変容したことは明らかになっているが、そこ
で生活する人々の意識を聞き取り調査した研究はな
かった。

４．研究目的

　筆者は渡米当初の1985年から、サンフランシスコ
近郊で長期間滞在している日本人や日系人と交流す
る機会が多くあり、日系人・日本人コミュニティと深
い関わりを持っている。1980年代は、日系人・日本
人コミュニティの活動も活発であり、ジャパンタウン
は、日系人・日本人の生活の中心であったが、2000
年頃から徐々に変化してきたことを感じていた。
　本研究では、サンフランシスコ・ベイエリアにお
ける日系人・日本人コミュニティの変容ついて調査
するため、日系人・日本人コミュニティと関わりの
深い３人の日本人長期滞在者に半構造化面接による
聞き取り調査を行った。３人の語りを基に、サンフ
ランシスコ・ジャパンタウンの変容から見る日系人・
日本人コミュニティの変容について考察した。
　
５．研究方法

５．１　調査対象者
　滝澤宏（仮名）80代は、1960年代後半に渡米し、
主にメディア関係の仕事をしながら、日系人・日本
人コミュニティの諸団体の理事を務める等、日系人・
日本人コミュニティとのつながりの深い日系メディア
会社の社長である。
　永池薫（仮名）70代は、1970年代前半に渡米し、
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主にメディア関係の仕事をしながら、日系人・日本
人コミュニティの諸団体の理事を務める等、日系人・
日本人コミュニティとの関りを持つ長期滞在者であ
る。
　松田楓（仮名）70代は、1970年代に渡米し、日
系の新聞社で編集長を務める等、日系社会の変容を
記者の視点から見てきた長期滞在者である。夫は、
日系二世である。
　
５．２　手続き
　聞き取り調査は、2015年８月に実施し、半構造化
面接で行った。聞き取り調査では、戦時中に差別や
迫害を受けた日系一世、二世がどのようにアメリカ
社会で社会的地位を確立しようとしながら、日系人
や日本人が、どのようにジャパンタウンを中心とす
るコミュニティを形成し、変容してきたのかに焦点
を当てて行った。
　本研究では、内容分析法を用いて分析を行った。
寺下（2011）は、内容分析法は、既に記述されたテ
キストの分析に使用でき、何が語られているかを知
るために使用できると述べている。舟島（2007）は、
内容分析の方法を５段階で表しており、本研究でも
その手順を応用し使用した。第１段階では、研究の
目的を決定し、第２段階では、語りの中から不要な
部分を削除し、素データを作成した。第３段階では、
書き起こしたデータをできる限り単純化し、第４段
階では、類似した意味内容の要素を探した。最後に、
文献等から、形成された分析結果の信頼性を確認し
た。３人の語りから日系人・日本人コミュニティの
変容についての認識の共通点を見つけ出し、検証し、
考察した。

５．３　研究手順
１） 研究の趣旨を説明し、調査対象者を募った。対

象者に研究の趣旨と研究方法および倫理的な配
慮の説明をし、同意を得た。

２） サンフランシスコに関する先行研究を基に聞き
取り調査の質問項目を作成した。

３）2015年８月に聞き取り調査を実施した。
４） 聞き取り調査後、録音データから会話の内容を

全て書き起こした。
５） 書き起こした内容に間違いがないかを確かめる

ため、2016年８月に調査対象者と再度面接を実
施した。合わせて、不明な点の確認のための聞
き取り調査を実施した。

６） 内容分析法に基づき、会話の内容から、サンフ
ランシスコ・ジャパンタウンの変容から見る日系
人・日本人コミュニティの変容に関わる重要事
項を検証し、考察した。

聞き取り調査の主な質問項目
　主な質問項目は、戦前の一世の努力や苦労、戦後
の再出発、強制収容に関する補償問題、他民族との
婚姻による日系人の意識の変化、日系人のアメリカ
合衆国の地元コミュニティでの活躍と同化、今後の
日系人・日本人コミュニティの在り方等であった。

６．結　果

６．１　サンフランシスコ・ジャパンタウンの最盛期
１�）第二次世界大戦後の再出発におけるメディアの
役割

　第二次世界大戦後、強制収容所を退所した多くの
日系人は、サンフランシスコに集住し、生活の再建
を開始した。多くの一世は英語の能力が十分でなく、
日本語による情報を必要としていた。当時の日本の
状況、アメリカ合衆国の他の地域の情報、身近なこ
と等の情報を求めていた。コミュニティの再形成の
ためにも日本語による新聞の発行は重要であった。
　日系人の必要性から、サンフランシスコでは、新
聞社が２社設立された。ロサンゼルス郊外で誕生し
た帰米二世のイワオ・ナメカワ氏が1946年に創刊し
た日米時事と1948年に創刊された北米毎日新聞であ
る。
　両新聞社とも、各地域に通信員がおり、通信員か
ら地元コミュニティの情報を得て、記事を掲載して
いた。読者の多くは、普段あまり会うことのできな
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い知り合いの状況を新聞から知ることができ、新聞
は日系人・日本人コミュニティの情報を発信する重
要な役割を果たしていた。記事の内容は、地元で開
催されたカラオケ大会、祭り等の公的なものから、
子どもの誕生、大学の卒業等私的なものまであった。
通信員の活躍は、両新聞社にとって大切であった。
　調査対象者の３人は、メディア関係での就労経験
がある。瀧澤氏は、月刊誌を発行する会社の社長で
あり、2000年頃までは、読者が発売を楽しみにして
いたと話してくれた。永池氏は、日本語のラジオ放
送に携わっていたことがあり、2000年頃までは、広
告主を探すことが容易であった時だそうである。松
田氏も、購読者が多かった時期であったと語ってく
れた。
２�）サンフランシスコ・ジャパンタウンを中心とした
コミュニティの形成

　1960年代から1980年代は、日本文化貿易センター
（現　ジャパンセンター）が建設され、サンフランシ
スコ・ジャパンタウンは求心力があり、活気のあっ
た時代であった。滝澤氏によると、「（1970年頃は）
どんどんと日系企業が集まってきた。そうすると自
然的にそういう人を相手に、日本食レストランだと
か、ナイトクラブとかピアノバーとかが、（サンフラ
ンスシスコ市内に）結構あったんですよ。（中略）当
時日本からの進出企業の社員がお金を落としてい
た」と活気があったことを話してくれた。また、「日
本人だけでなく、日系人も集まる場所であった。大
きな日本食のスーパーや本屋は、北カリフォルニア
では、ここ（ジャパンタウン）だけだった」とジャ
パンタウンが日系人・日本人コミュニティの中心で
あったと語ってくれた。
　永池氏は、「1980年代が一番元気があったかなと
思うんですよ。新一世で元気のある人達が増えた頃
で、進出企業がたくさんあって、そのトップの人達、
いわゆるエリートの人達がやって来る時代でしたね」
と話してくれた。
　松田氏は、新聞社の視点から、「私が（新聞社に）
入った頃は結構よかった時ですね」と活気のあった

時代であったことを話してくれた。また購読者も多く、
自社ビルを購入できるほど財政的にも余裕があった。
　日本文化貿易センター内には、日本の自動車メー
カーである日産の展示場があり、最新車が展示され
ていた。日本の家電を販売している商店もあり、最
新の日本を体験できる場所であった。
　紀伊國屋ビルの中にあった紀伊國屋書店の前に
は、毎週日本の情報がまとめられたファックス毎日
という１、２枚の情報紙が掲示されていた。多くの
日系人、日本人が日本の情報を得るために、読みに
来ていた。ジャパンタウンは、日系人・日本人の生
活の中心的存在であった。
３）宗教団体の役割
　永池氏は、「仏教会というのがコミュニティの中心
で、非常に強いつながりを持っていた。宗教という
のは、ここに住んでいるその当時の人達には、強い
ものがあった」と話してくれた。
　宗教団体は、日系人にとって、心の拠り所であっ
た。「仏教会」という言葉が表しているように、毎週
日曜日に各宗派の寺に檀家が集まり、住職の説教を
聞くことがサンフランシスコでは、普通のことである。
その後の歓談の時間は、茶菓子を楽しみながら、子
育ての相談や色々な情報を交換する大切なひと時で
ある。多くの寺では、日曜日の午後に檀家の子ども
達のための日本語教室を開講しており、日系人の子
ども達の交流の場となっている。

図４　サンフランシスコ仏教会
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６�．２　サンフランシスコ・ジャパンタウンの求心力
の低下の諸要因
１�）在サンフランシスコ日本国総領事館の移転と日
系企業の減少

　1988年にジャパンタウンにあった在サンフランシ
スコ日本国総領事館がダウンタウンに移転したこと
は、日系人・日本人コミュニティにとって大きな出来
事であった。在サンフランシスコ日本国総領事館が
ジャパンタウンにあった頃は、パスポートの更新の
ために日本人が、ビザの受給のために外国人が訪れ
る場所であり、そのついでにジャパンタウンで買い
物をしたり、食事をしたりしていた。ジャパンタウン
は、日本を体験できる中心的存在であった。
　併せて、バブル経済崩壊の影響により、1990年以
降、サンフランシスコにあった多くの日系企業のオ
フィスが閉鎖され、駐在員の数が激減していった。
　滝澤氏は、「日本人、日系人のジャパンタウンエリ
アの居住者が少なくなったということ、それから日
本から来る商社とか企業関係の人達も、シリコンバ
レー（注　日本人の新集住地区）へは来るけれども、
このサンフランシスコのジャパンタウンは、あんまり
関係ないわけですよ。昔は、日系人も日本から来た
駐在員の人達も、皆さんこの周りに住んでいた」と
陰りが見え始めた頃の状況を話してくれた。ジャパ
ンタウンの近くには、日系人や日本人向けの日本式
の風呂があるサクラアパート等があった。
　こういう状況の変化から、日系人や日本人にとっ
て、ジャパンタウンに来る理由がなくなってきたこと
がわかる。
２�）インターネットの普及の影響と新しい集住地区
の形成

　求心力がなくなった理由として、滝澤氏は、「テ
レビができて（著者注　ケーブルテレビで日本語に
よる24時間放送が開始されたことを意味している）、
コンピューターができて、（サンフランシスコ・ジャ
パンタウン以外の場所に）本屋さんができて、ビデ
オ屋さん（著者注　日本のテレビドラマをレンタル
できる店）ができて、それからスーパーマーケット

ができて、そういうのが各地に散在していった。そ
れでサンフランシスコまで行かなくても、物が手に
入る」とインターネットの普及の影響や他の地域に
日本人集住地区ができたことを挙げていた。同様に
永池氏もラジオ放送の視点から、「テレビ、情報誌
へ広告先が移動して、またインターネットが普及し、
情報を得るもの（媒体）が変わった」と変化を語っ
てくれた。
　永池氏は、新しい日本人の集住地区の誕生につい
て、「シリコンバレーを始めとする他の地域に進出す
る日系企業は増加しており、シリコンバレーの新し
い集住地区がコミュニティの中心となりつつありま
すね。シリコンバレーを始めとする他の地域に日本
人集住地区ができた。また、駐在員が変化している、
つまり、若い世代、アメリカ生活にも対応できる人
達が増加している」と話してくれた。
　日系人だけでなく日本人もジャパンタウンを中心
とする日系人・日本人コミュニティだけではなく、広
くアメリカ合衆国の地域コミュニティに溶け込み、
その一員となっていったことによる変化が、ジャパ
ンタウンの求心力の低下に影響していることがわか
る。
３）日系新聞の廃刊
　カリフォルニア州を中心に日本語新聞を発行して
いた北米毎日新聞と日米時事の両新聞社が2010年
前後に廃刊したことも、ジャパンタウンの変容を表
している出来事であった。両新聞社ともサンフラン
シスコ・ジャパンタウンに本社ビルがあり、日系人・
日本人にとって、日本語で地元や日本の情報を得る
ことができる貴重な存在であった。
　松田氏は、「（1990年代に）バブルがはじけて、駐
在員が減ったこと、日本の新聞が直接買えるように
なったこととインターネットの普及の影響も大きい
ですよね。だって、世界のニュースが見れるじゃん。
そうなると、若い人は絶対（地元の新聞は）買わな
いですよ」と説明してくれた。瀧澤氏もインターネッ
トで最新の情報を得ることができるので、わざわざ
印刷物の新聞や月刊誌を買う人は減少したと話して
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くれた。
　両新聞社が大切にしていたローカルニュースも一
世の他界により、需要が減少した。同時に、購読者
も減少した。これも廃刊になった原因の一つである。
　永池氏と瀧澤氏によると、両新聞が廃刊になった
ことにより、多くの日系人・日本人が困っているこ
とは、お悔み情報が得られないことである。両新聞
は、通夜や告別式等の情報を掲載する欄を設けてい
た。日系人・日本人の多くは、情報を見て、訃報を
知り、通夜や告別式に参加することができたが、廃
刊になってから、情報を得る術がなくなってしまい、
最後の別れができなかった人も多いという。
　
６．３　日系人の変化
１）強制収容に関する補償問題
　政府に対する日系人の強制収容に対する補償を求
める運動は、収容所の経験のない三世が中心であっ
た。この運動から、日系人の意識の違いが浮き彫り
になった。賛成派と反対派には、それぞれの意見が
あり、日系コミュニティの中で大きな議論となった。
補償金ではなく、謝罪してもらうことが大切という
意見の人や、日本人としてのプライドがあり、補償
金をもらうことが恥ずかしいと考える人もいた。子
どもに僅かでも残してあげたいと補償金を受け取っ
た人もいた。松田氏によると、新聞社にも多くの投
書が来たそうである。
　このことからも、日系人・日本人コミュニティも一
枚岩ではなく、様々な意見を持つ人がいる多様性が
あるコミュニティへ変化していることがわかる。
２）日系人の意識の変化
　他民族との婚姻が増加し、日系人の意識が変化し
てきている。それに伴い、日系人同士の結婚が減少
している。松田氏は、それも日系コミュニティの団
結力が弱まった一つの原因ではないかと指摘してい
る。
　松田氏は、「（日系人・）日本人が、英語ももちろ
んそうですけど、自己主張がちゃんとできるように
なって、アメリカのコミュニティの中で活躍するよう

になっていったことも、１つの日系コミュニティの変
化のきっかけかもしれませんよね。（中略）全然、日
本語社会、日本の社会なんていうのは彼らの頭の中
にはない。全くない」と三世や四世の意識について
話してくれた。日系人がアメリカ社会の中で同化し、
社会的地位を確立つつあることがわかる。
　サンフランシスコでの差別体験の減少も日系人が
日系人と意識する機会を減少させている。松田氏は、

「日系人が少なかったワシントン州は、差別が酷かっ
たが、カリフォルニア州に引っ越してから、人種差
別がなかった」と語っていた。滝澤氏は、「サンフラ
ンシスコは、多人種が生活しているから。多民族化
しているから、差別はあまり感じない」と話してく
れた。
　三世、四世、五世は、アメリカ人として成長して
いるため、英語が母語である。言葉の影響は大きく、
自身を日系人ではなく、アメリカ人という五世も多い。
アメリカ社会の中でアメリカ人として生活している
日系人の増加も日系人の意識の変化を表している。
　松田氏は、今後の日系コミュニティの在り方につ
いて、「日系コミュニティがなくなってアメリカ社会
に同化できたら、二世、三世はうれしいと思う。二世、
三世は、すごくつらい思いをしてきた。２級、３級
の市民と言われていた」と二世、三世の思いを語っ
てくれた。

図５　紀伊國屋ビルの１階にある大阪城の模型
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７．考　察

　３人の聞き取り調査から、1990年頃までサンフラ
ンシスコ・ジャパンタウンは、日系人・日本人の生
活の中心であり、求心力があったことがわかった。
筆者の友人の一人である日系三世の50代の女性は、
彼女が子どもの頃は、多くの日系人がジャパンタウ
ン周辺で暮らしており、路地で日系人の子ども達の
遊ぶ姿が見られ、放課後には、ジャパンタウンの近
くにある金門学園に通って日本語を学んでいたとい
う。
　再開発が契機となり、アメリカ社会の中で社会的
地位を確立しつつある多くの三世、四世、五世は郊
外の町で生活するようになった。併せて、シリコン
バレー等新しい日本人の集住地区が生まれ、日本人
の多くも北カリフォルニアの各地で生活をし、ジャ
パンタウンに集まる意味が薄れてきていることも明
らかになった。日系人・日本人コミュニティは、一
か所集中ではなく、各地に広がり、アメリカ社会と
同化しつつあると考えられる。
　本研究から、1990年代までは、ジャパンタウンが
日系人・日本人コミュニティの中心であったが、現
在は、シリコンバレー等の新しい集住地区がコミュ
ニティの中心となりつつあること、日系人・日本人コ
ミュニティが2000年を境とし、大きく変化してきて
いることが明らかになった。

８．まとめ

　松浦（2007）や松浦・小田（2009）の指摘の通り、
サンフランシスコ・ジャパンタウンは、日系人・日
本人以外の人々が集まるエスニック・タウンに変化
している。日本・日系以外の店が多くなり、町の様
子も変わりつつある。日系人・日本人の生活の場所
ではなくなりつつあるが、日本文化を発信する場所
として観光地化しつつある。ジャパンセンターには、
茶道具や日本のアンティークを扱う店もあり、禅を
体験できる寺社もあり、伝統的な日本文化を感じら
れる場所でもある。また、サンフランシスコ近郊に

住む日本人以外の若者にとっては、現代日本文化の
発信場所でもある。多くの若者が、日本のアニメ等
を求めて、ジャパンタウンに集まってきている。
　特別用途区域であるジャパンタウンが、多くの日
系人・日本人のサポートを得ながら、今後の新しい
サンフランシスコ・ジャパンタウンのあり方が見つ
かることを期待したい。

注）本論文は、2018年異文化間教育学会第39回大会で
の報告をもとに、再分析・考察したものである。
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