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【研究旅行要旨】 

今回我々三人でハワイを訪れて、それぞれの興味関心を尊重しながら調査を行った。

真珠湾では日本が行った軍事行動、アメリカ軍がどのような行動をとったのか、双方か

らの視点で戦争理解を深めた。ハワイ日本文化センターでは日系人が歩んだ歴史を考

察、ビショップ博物館においては、ハワイ王朝の頃からの全体の歴史を概観し、現代ま

での流れを追った。また日系 3 世、4 世の方、移住者の方へのインタビューを通して、

生の声を聞くことに成功した。竹下の「観光地としてのハワイ」、古家の「ハワイにお

ける日本らしさ」、柳本の「日系人にとってのハワイ」を明らかとすることを目的とし、

三者三様の視点を持って研究することで、より多面的なハワイ像を獲得できると期待す

る。そして、この研究旅行で得られたデータなどをそれぞれの卒業論文へと繋げること

が可能となる。 
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日程 

 

 滞在地 行動・調査内容 

9 月 5 日 (火) 

 

移動日 福岡→成田→ホノルル 

9 月 6 日 (水) 

 

ワイキキ カラカウア大通り 

アンケート調査 

9 月 7 日 (木) 

 

ワイキキ 真珠湾(パール・ハーバー) 

アリゾナ・メモリアル 

9 月 8 日 (金) 

 

ワイキキ ビショップ博物館 

9 月 9 日 (土) 

 

ワイキキ ハワイ日本文化センター 

 

9 月 10 日 (日) 

 

ワイキキ 日系人の方へインタビュー 

日本人移住者の方へインタビュー 

9 月 11 日 (月) 

 

ワイキキ ハワイ大学 

文献・資料収集 

9 月 12 日 (火) 

 

ワイキキ 各自行動 

9 月 13 日 (水) 

 

移動日 ホノルル→成田→福岡(14 日帰着) 
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はじめに 

 

 竹下は当初１人で研究旅行に臨もうとしていた。しかし、友人に話をしたところ、ハワ

イを自分とは異なる視点から考察しようとしている二人の学生の存在を知り、そこで 3 人

各様の視点を持ってハワイに行くことの意義を見出した。竹下自身は観光と戦争に重きを

置いていたため、日系人の歴史などには目を向けていなかったし、その逆も然りである。

そういったことからお互いにとっていい刺激となり、新たな視座を与えてくれるのではな

いかと期待し、多面的な考察は一面的なものよりも明らかに勝るに違いないと考えた。こ

れが今回共同調査を決定した所以である。 

 竹下は調査地に赴いている日本人に対してアンケート調査を行い、そこから見えてくる

日本人のハワイイメージを明らかにする。それと同時に、太平洋戦争勃発の起点となった

真珠湾に対する日本人観光客の意識がどの程度であるの把握することに努めたい。更には

そこに観光客とは異なるであろう日本人移住者の視点を加えることで、日本人の抱くハワ

イイメージがどのように形成されたのかを探る手立てとしたい。 

 古家は、日系人の意識が太平洋戦争の前後でどのように変化したのかを調査し、当時ま

だアメリカ社会に溶け込めていなかった日系 1 世や 2 世は太平洋戦争を如何に捉えていた

のか。そして現在楽園と日本で称されるようにまでなった場所に住む日系人は、どのよう

な思いで暮らしているのか。アメリカ社会に溶け込む“日本人”からアメリカ人となり、“日

系人”へと移り変わる変遷を読み解き、当時の日系人が抱いていたジレンマを考察する。

かつてアメリカ社会に溶け込むために努力した日系人だが、現在も残っている日本文化や

日本の精神について考察することで、ハワイにおける「日本らしさ」を明らかにしていく。 

柳本は、太平洋戦争中のハワイにおける日系人のアイデンティティや、生まれ育ったハ

ワイをどう捉えているかについて知りたいと思った。そこで、ハワイに赴き世代別インタ

ビューと歴史的背景を照らし合わせながら考察する。キーワードは「日系人にとってのハ

ワイ」である。 

 真珠湾攻撃により、1941 年に第二次世界大戦が勃発した。日系アメリカ人にとっては祖

国である日本との直接的な闘いである為、1 世と 2 世のアイデンティティの変容が生じたと

思われる。日米戦の発端地となった場所で暮らし続けるハワイの日系人にとって、「ハワイ」

とはどういうものであろうか。彼らにとっての「ハワイ」を考察する上で、まず日系人の

歴史に焦点を当て、世代間での「ハワイ」に対する意識の差からアイデンティティの変化

を捉える。 

 本報告書ではこれらに基づいて「ハワイ」は本当に「楽園」であるのかを考察する。 
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竹下 報告書 

 

研究旅行の目的 

大学１年の時にハワイ旅行をした際、真珠湾を訪れたことがすべての発端である。旧日

本軍によって沈没させられた戦艦アリゾナの中には未だ 1000 体以上の遺骨が残っており、

船体からは今もなお重油が流れ出している。それを目の当たりした私は今までに受けたこ

とのない衝撃に襲われた。戦後 72 年たった今となっては、アメリカへの嫌悪感を抱いてい

る日本人はごく少数だと思われる。ハワイという、かつての敵国であって、太平洋戦争の

戦端が開かれた地に、なぜ日本人はこれほどまでには惹かれるのだろうか。 

しかし、周りを見渡すと、ハワイに行く日本人の意識の中に「真珠湾」という要素は含

まれないように見える。ということは、日本人の大半が抱いているハワイ像は、ハワイ側

がインバウンドを目的として作り出した像に加えて、それを旅行会社が上手くまとめた結

果なのではないかという仮説を立てた。衝撃を受ける以前の報告者も含め多くの日本人は、

戦争があったことを意識せずにハワイへ渡航していることにある種の危機感を覚え、今回

この研究旅行奨励制度を使ってハワイに渡航する日本人のハワイへの意識調査を行った。

加えて、日本人移住者はどのようにハワイを捉えているのかにも言及する。 

 

期待される成果 

アンケート調査やインタビューを通して、日本人観光客と移住者それぞれを比較するこ

とで両者の特色を考察することが可能となる。またそのデータを分析することによって日

本人の真珠湾に対する歴史認識がどうであるのか、日本人がハワイに対してどのようなイ

メージを抱いているのかを明らかにすることができ、ハワイ旅行をする際の注意点や改善

すべきところも見えてくると推察される。 

 

 調査対象と手法 

 実際調査に行く前に、日本人移住者の方(一香(ハルカ) ナカムラ)さんが一時帰国され

ていたためお話を伺うことができた。そして、実際ハワイに渡航、滞在している日本人に

対してカラカウア大通りを中心にアンケート調査を行った。 

 日本とハワイの関係を語るうえで外すことのできない真珠湾に行き、日本側がどのよう

な軍事行動をとったのかを把握し、理解を深める。 

 加えて、真珠湾やハワイ大学で文献や資料収集も行った。 
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調査報告 

 

1) 太平洋戦争、パールハーバー 

まず、日本人へのアンケート結果を見る前に、太平洋戦争のことについて整理する。 

ハワイ現地時間の 1941 年 12 月 7 日午前 7 時 55 分に日本軍が真珠湾攻撃を開始した。

その攻撃を全く予想していなかったアメリカは、対応に遅れた。当日の攻撃で死亡したア

メリカ人は一般市民 49 名を含めて 2390 名にのぼった。一方で日本側は 64 名の兵士を失っ

た。当時の大統領であったフランクリン・ルーズベルトは翌日の演説で、この日を「a date 

which will live in infamy(汚名の日)」と形容した。1これを機に日本は太平洋戦争に突入す

る。 

終戦後、日本によって撃沈させられた戦艦アリゾナは記念碑、戦没者のお墓としてその

まま湾に残されることとなった。日本人にとって、アリゾナ・メモリアルは太平洋戦争の

記憶を加害者という形で呼び覚ます特別な場所であり、従って日本人観光客の訪問を躊躇

させてしまう場所であるともいえるだろう。2016 年度のハワイへの日本人観光客数は 148

万 8396 人で、言い換えるならば日本から毎日約 4078 人がやってきていた計算になる。2こ

れほどまでに日本からの渡航者数が多いにも関わらず、真珠湾においては我々グループ以

外で日本人は 2 組ほどしか見かけなかった。 

こういった現状を踏まえて今回の調査で収集したデータの分析に入りたい。 

                                                   
1 矢口祐人・森重岳雄・中山京子『入門 ハワイ・真珠湾の記憶 もうひとつのハワイガイ

ド』明石書店、2007 年、8‐9、25 頁。 
2 トラベルボイス(2017)「【図解】ハワイ・グアム・沖縄、日本人旅行者数の推移をグラフ

にしてみた(2016 年までの直近 10 年間)」〈https://www.travelvoice.jp/20170302-83859〉

参照 2017 年 10 月 5 日 

https://www.travelvoice.jp/20170302-83859〉参照2017年10月5
https://www.travelvoice.jp/20170302-83859〉参照2017年10月5
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2) 調査結果の分析 

 

 アンケート結果 

現地に赴いてカラカウア大通りを中心に 3 人で分担してアンケート調査を実施した。半

日ほどかけてそれを行ったが、今回は 19 人から回答を得た。3  

 今回の収集したデータ量は統計的な標本集団とするには明らかに不足しており、一般化

するのはそう好ましくないが、自分たちの足で初めて収集した貴重なデータなので、確証

バイアスに陥らぬように十分な注意を払いつつ、考察を試みたい。 

                                                   
3 我々は初めて自分たちの力でフィールドワークを経験したが、かなり難航した。というの

も、やはり観光地ということもあって、変な勧誘なのではないかとか、最初から猜疑心を

露わにする方も多く、なかなか足を止めてくれる日本人は少なかった。 

写真 1 パールハーバー入り口 (撮影：筆者) 写真 2  アリゾナ・メモリアル (撮影：筆者) 

写真 3 アリゾナ・メモリアル内部 (撮影：筆者) 

写真 4  USSアリゾナ船体の一部 (撮影：筆者) 
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アンケートの内容は以下の通りである。 

Q1         

性別 男性・女性 

年齢 (10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上) 

回数 (初めて・2回目・3回以上) 

Q2 なぜハワイを選んだのですか？ 

a.  ショッピングをしたかったから 

b. 旅行費が手頃だったから 

c. いつかは来たかったから 

d. マリンスポーツをしたいから 

e. その他 

Q3 来る前に抱いていたハワイのイメージはどれに近いですか？ 

a. 常夏の楽園 

b. 芸能人やセレブのリゾート 

c.  一番近いアメリカ 

d.  日本のような土地 

e. その他 

Q4 実際にハワイに来られてイメージと違ったことはありますか？ 

 (自由記述) 

Q5 真珠湾について知っていますか？ 

 
(歴史的経緯を知っている・名前だけ知っている・知らない) 

Q6 真珠湾に行く予定がありますか、若しくは行ったことがありますか？ 

  (行く予定である・行ったことがある・行ってみたい・興味がない) 

Q7 またハワイに来たいですか 

  (はい・いいえ) 

 

今回調査に協力して頂いた 19 人の内訳は、13 人が男性(10 代:1 人、20 代:5 人、30 代: 

4 人、40 代:3 人)、女性が 6 人(20 代:6 人)である。Q2、Q3 は総計を、Q4 から Q6 に関し

ては年齢・性別順に分類し、30,40 代男性、10,20 代男性、20 代女性と分けて見ていくこと

にする。 
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Q2 は、見て分かる通

り、圧倒的に「いつかは

来たかったから」を選ん

だ人が多かった。20 代の

男女、の回答が殆どを占

めており、その内女性全

員がこれを選択してい

る。この結果は今もハワ

イが日本人にとって憧

れの土地であるという

ことを如実に示してい

る。これだけ旅行先が多

様化した現在であってもこのような結果が得られたことは興味深い。 

一方で、旅費が手頃だったと答えた方は 30.40 代男性が多く、回答状況を見ると 3 回以

上来られている方がほとんどだった。おそらく彼らは何度もハワイへ渡航しているため、

土地勘があり、ハワイの風土が気に入り、リピーターになったからだと考えられる。逆に、

彼らの世代になると「いつかは来たかった」という段階を終えていると言える。 

その他の 4 名の内、2 名は社員旅行だと回答があった。自分の意志で選んだわけではない

が、会社が社員のモチベーションアップのために日本人に人気のハワイを選んだ可能性も

考えられる。事実彼らはハワイを肯定的に捉えていた。 

もちろん人が旅行をする目的というのは多様であるが、若い世代にとってもハワイが憧

れであることが伺える。これは一昔前に加山雄三主演の「ハワイの若大将」やエルヴィス・

プレスリー主演の「ブルーハワイ」が公開され、一世を風靡し、日本人のハワイへの憧れ

を加速させたように、現代の若者は Netflix で公開されている「TERRACEHOUSE ALOHA 

STATE」などを見てハワイへの憧れを募らせるのだろう。実際今回同行した二人もこの番

組には強い思い入れがあるようだった。それに加え現在は SNS が大変発展しており、そこ

で「ハワイで流行っているもの」とか「ハワイアンパンケーキ」などの投稿を見た人々が

ハワイへ羨望の眼差しを向けるのだと思う。ハワイへの憧れというのはサイクル化されて

いる現状が見えてきた。 

Q3 の図は次ページにある。 

予想通りというのが正直な感想である。この質問は Q2 と大きく関連しているので、その

ことを後に述べたい。年代や性別を問わずハワイは「常夏の楽園」というイメージが定着

していることが確認された。実際に戦後から脈々と後世に受け継がれているし、それを途

絶えさせないように、ハワイ政府も「ハワイらしさ」を売り出し、イメージ作りに余念が

ない。また、ハワイに関わっている企業や、前述したメディア、旅行会社の戦略が大きく

加担している。「セレブのリゾート」という認識が形成されたのは、年末年始に芸能人がハ

0
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Q2 なぜハワイを選んだのか



8 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Q3 渡航前のハワイ像は
ワイを訪れるのをテレビ

が放映し、それを見てい

たことが大きいと考えら

れる。ここでは「常夏の

楽園」という認識とほぼ

同等と捉えて問題はない

だろう。日本のテレビで

はハワイを特集した番組

がかなりの頻度で放映さ

れ、福岡でもつい先日

「Aloha Monarch RKB

ハワイまつり 2017」が開

催された。更に、全国各地で「ハワイフェア」なるものが開催されている現状を見ても、

これらが日本人のハワイ像の形成に大きな影響を与えていることが分かる。報告者自身そ

のフェアに足を運んだがやはり、フラダンスのショーや、ハワイアンフード、といったよ

うな如何にも「常夏の楽園ハワイ」のイメージを感じさせる空間になっていた。少なくと

も我々日本人にとってはハワイ像というものはゆるぎないものになっている。 

また実際に「一番近いアメリカである」という回答をされた方もいた。これはおそらく

年齢に大きく起因する問題で、我々世代以上にアメリカを遠い存在だと感じていた結果だ

と推測する。 

 

Q4 実際にハワイに来てイメージと違ったこと 

  30,40代男性 10,20代男性 20代女性 

  イメージ通り 2人 物価が高い 2人 人が優しい 2人 

  韓国人が増えた 日本人が多い 日本と変わらない 2人 

  チェーン店が多い 人当たりが良い 日本人が多い 

 

Q4 は自由記述欄だったため、様々な意見を得ることに成功した。特に報告者が注目した

いのは「イメージ通り」と回答された方が 2 人いることと、「韓国人が多い」という回答で

ある。まさにこれは日本の旅行会社が作り出したハワイ像が如何に精巧かという現れで、

これから導き出されるものとして、多くの日本人観光客は日本の中で流布しているハワイ

像が本当にそうなのかを確認したくなる衝動に駆られている可能性が高いということが予

想される。 

「韓国人が増えた」という回答された方は、3 回以上ハワイへ渡航経験を持ち、筆者もそ

うであるが、これを強く感じた。実際に統計的に見ても事実であって、日本人の渡航者の

数に比べれば圧倒的に少ないが、2008 年から 2014 年の 6 年間の間に韓国人渡航者は倍以
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上の 17 万 8 千 90 人になっている。4同様に中国人の数も増えており、今のまま行くと今後

両者の数はどんどん増えてくることが予想される。ハワイはアジア圏に新たな活路を見出

したのか。「日本人が多い」と答えた方も二人おられるが、年間約 148 万人も訪れているこ

とを考えるとそれは特段驚くべきことではない。これに関連して「日本と変わらない」と

いう結果にも言及したい。カラカウア大通りを歩くと、どこにいても大抵日本語が聞こえ、

日本人とすれ違う。そういったことを踏まえると「本当に私はハワイに来ているのだろう

か」と思う日本人も多くいるだろう。 

「物価が高い」に関する意見に関しての詳細は、注記のサイトを見ていただきたい。5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この結果から今回の半数以上の方が年代性別を問わず「歴史的経緯を知っていた」とい

う結果が得られた。実際に真珠湾を訪れる日本人は全体の来館者数の 1 割程度で、自国が

もたらした負の歴史であるにも関わらず、真珠湾に行って初めてその悲惨さを知り、驚く

人も多い。参考文献の中にあった記述で目に留まったもので、アメリカ人は真珠湾に来る

と「国防の大切さ」を意識し、日本人は「戦争はしてはならない」という気持ちになると

いう表現があった。歴史感覚、文化の違いは同じ場所であっても違った感慨を抱くという

のは大変興味深い。6歴史的事実を知っている人が多いにも関わらず、Q6 の結果と大きな乖

離がある。今回の日程の中で日系 4 世の方(Kiley Nakamura)さんへのインタビューをした

際に、「戦争があったから日本人が嫌いとか、日本を憎む気持ちなどはない。むしろ未来を

                                                   
4 ヒデ(2016)「 日中韓、国別ハワイの観光客数 2014 年版からわかる日本の景気」

〈https://hajimete.hawaii-g.com/hta-report-2015/〉参照 2017-10-5 
5 Scott Cohn(2017)「America’s 10 most expensive states to live in 2017」

〈https://www.cnbc.com/2017/07/11/americas-10-most-expensive-states-to-live-in-2017.  

  html〉参照 2017-10-5 
6 矢口祐人・森重岳雄・中山京子『入門 ハワイ・真珠湾の記憶 もうひとつのハワイガイ

ド』明石書店、2007 年、23 頁。 
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歴史的経緯を知っている 名前だけ知っている 知らない
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どうするかを考える。」とおっしゃっていた。多くの日本人が真珠湾を訪れ、自分がどう感

じたのかをアメリカ人と話すことによって、お互いの歴史認識がより深まると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このグラフで目につくのは「真珠湾に興味を持っていない」若い世代が多いということ

である。 

この結果の背景には、学校教育の問題、日本で消費されているハワイイメージの中に真

珠湾がほとんど登場しないことなど、その要因は決してひとつではなく、多岐に渡る。帰

国後、数社の旅行社を訪問し、ハワイに関するパンフレットを見たが、どれも、高級ホテ

ル、ショッピング、マリンスポーツ、フードといったものが殆どを占めており、「戦没者慰

霊真珠湾ツアー」なるものは見当たらなかった。これは旅行社もビジネスとして成り立た

ないこととを見越した結果なのかもしれない。 

上で若い世代の真珠湾に対する興味がないことに言及したが、果たして自分たちよりも

上の世代は、本当に我々世代より太平洋戦争に関心を持ってハワイへ渡航していたのだろ

うか。真珠湾を訪れた日本人の世代と人数は正確なデータがないため図ることはできない。

自分の手元にある本7を使って戦後から 2000 年初頭までにハワイに渡航した人々の意識や

プランなどを検討してみたが、今の世代と同様に、一般的なハワイ旅行においては、真珠

湾を日程に組み込んでいたものなどはみられなかった。 

しかし、一方「行ってみたい」という回答がかなり多かったということにも注目したい。

これは「何度もハワイに来ているから、一度真珠湾へ行ってみるか」という気持ちの現れ

なのかもしれない。ただ、30,40 代の方からも「真珠湾を訪れた経験がある」という回答が

得られなかったことは、「真珠湾」という存在が日本人観光客の中で優先順位が低いことを

示している。ここで、観光戦略が戦争というものを排除し、これほどまでに我々のイメー

ジ形成に影響を及ぼしていることが明白となった。 

                                                   
7 参考文献表の本を参考とした。 
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日本人移住者の方へのインタビュー結果 

 

 日本で移住者の方(一香(ハルカ) ナカムラ)さんへインタビューを行うことが可能であっ

た。そこには夫である日系 4 世の方(Kiley Nakamura)さんも同席されていた。ハワイへ行

った際に、お 2 人にもう一度お話をお聞きしようと思ったのだが、一香さんはお子さんの

体調が優れないとのことでお話を聞くことができなかった。そのため、日本行ったインタ

ビュー内容、研究旅行後にメールでやり取りをしたことを元に構成する。 

 「移住して溶け込めたか、日本人であるということを意識する場面があるか」という質

問に対しては「すぐに溶け込めて、日本にいる時の感覚とさほど変わらず、あまり意識す

ることがない」とのことだった。また日系人が多いため差別を感じることもないとおっし

ゃっていた。これは大変貴重な意見で、どれだけ日本とハワイが密に関係しているかを如

実に表し、同時にアメリカ本土とは大きく異なることを示している。やはりハワイはアメ

リカのようでアメリカではないのかもしれない。 

研究旅行から帰国後にメールで「これからハワイへ移住する人へのアドバイスはあるか」

という質問をした。 

その回答として「サーフィンやハイキングが相当好きな人。それさえあればいいと思う

人」、「お金がたくさんあって高い物価も苦にならない人」、「相当ハワイ好きで、一度長期

滞在して生活したことがあり、ハワイの欠点も許容できる人」この三つの分類で回答して

頂いた。回答を分析してみると、現在のハワイというのは「お金に余裕がある人のための

楽園」という側面も見えて来なくもない。 

以上述べたが、報告者が一番注目したいのは「時々ワイキキにも行きたくなる」という

何気ない移住者の方のお話であった。というのも、夫である日系 4 世の方はワイキキには

できるだけ行きたくないとおっしゃっていたのと真逆だからである。この一言から、移住

された方であっても、日本でその人のハワイに対するイメージが形成されているため、ワ

イキキは外せないものなのだと確信した。調査後の分析で自ら思いの根こそが、日本で形

成されたハワイイメージであったことを再認識させられた。 

 

 

3) まとめ 

 

 今回自分は「戦争」、「観光」、に着目して調査を行った。そこで見えてきたものは報告者

が思っていた以上に日本人観光客が真珠湾に対して興味がないということである。また、

移住者方の「ハワイは日系人が多いので、日本のようだ」という回答に代表されるように、

日本人がとても過ごしやすい環境であることは間違いない。このような現状を踏まえて日

本人観光客に向けて、飯田芳也氏の著書である『観光文化学―旅から観光へ 古今書院 2012

年 (p.149)』から一節を引用したい。 
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「日本がすべてに優れているという自信を悪いとは思わないが、冷静な目で外国を視察

した上での結論ならいいが、はじめから、そうした先入観で旅行をする態度は感心しない。

バブル崩壊後、再び、日本の影響力が失墜した現在は、こうした態度は一般的ではなくな

ったようだが、海外旅行者は、常に、謙虚な気持ちで訪問先の文化を見る態度が基本では

ないか。異質の文化を知ることこそ海外旅行の楽しさなのだから。」 

報告者はこれを読んだ際に、毎年ハワイを訪れる約 148 万人の日本人の中で、飯田氏の

言うような、謙虚な気持ちで訪れる日本人はいったいどのくらいいるだろうかと思った。

確かに、ハワイは世界のリゾートが模倣し、追求する「楽園」イメージの原型で、だから

こそブランドに弱い日本人はそんなリゾートの総本山的な場所に惹かれる。8そこには戦争

の記憶を凌駕するほどの誘引力があり、これは報告者も肌身を持って感じている。それに

付随して、現代のハワイへの旅行者(ハワイでなくとも海外に行く旅行者の多く)は「インス

タ映え」を求め、「ハワイ(渡航先)にいる私」が大事なのであって、「異質の文化を知ること」

は二の次なのである。現代の観光のあり方として、これを否定するつもりは毛頭なく、時

代によってそれは変化すべきだと思う。しかし、「日本人」としてハワイを訪れる身になる

と、それで良いのかと疑問を感じざるを得ない。 

今回の研究旅行で現調査をしたからこそ、日本人の真珠湾に対する関心度が低いことが

明らかになった。アウシュビッツ、広島、長崎、この三つの土地から「戦争」を分離する

ことはできないだろう。なぜハワイが戦争を分離することができたのか。これはどこか頭

の中に留めておかなければならない問題である。 

 

 

4) 参考文献 

 

・飯田芳也『観光文化学―旅から観光へ』古今書院、2012 年。 

 

・石出みどり、石出法太『これならわかるハワイの歴史 Q&A』大月書店、2005 年。 

 

・矢口祐人・森重岳雄・中山京子『入門 ハワイ・真珠湾の記憶 もうひとつのハワイガ

イド』明石書店、2007 年。 

 

・矢口祐人『憧れのハワイ―日本人のハワイ観』中央公論社、2011 年。 

 

・山中速人『ハワイ』岩波新書、1993 年。 

 

 

 

 

 

                                                   
8 山中速人『ハワイ』岩波新書、1993 年、8 頁。 
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5) 参考サイト 

 
・トラベルボイス(2017)「【図解】ハワイ・グアム・沖縄、日本人旅行者数の推移をグラフ

にしてみた(2016 年までの直近 10 年間)」〈https://www.travelvoice.jp/20170302-83859〉 

参照 2017-10-5 

 
・ヒデ(2016)「 日中韓、国別ハワイの観光客数 2014 年版からわかる日本の景気」

〈https://hajimete.hawaii-g.com/hta-report-2015/〉参照 2017-10-5 

 

・Scott Cohn(2017)「America’s 10 most expensive states to live in 2017」

〈https://www.cnbc.com/2017/07/11/americas-10-most-expensive-states-to-live-in-2017.  

  html〉参照 2017-10-5 
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古家 報告書 

 

研究目的 

 ハワイに日本人が移住してから 150 年ほど経過しており、現在のハワイ社会では日系人

が多く存在し、アメリカ人として生活している。ハワイでは 1920 年～40 年代にかけて約

40％前後の人口を占めていた日系人であるが、当時の日系人を語るうえで欠かせない出来

事が「太平洋戦争」に違いない。祖国である日本が敵国になることにより、日系人が強制

収容所に連行され、拘留された事実がある。ハワイへ移住し、まだアメリカ社会に溶け込

めていない日系人の 1 世や２世は太平洋戦争をいかに捉えていたのか。そして現在楽園と

日本で称されるようにまでなった場所に住む日系人は、どのような思いで暮らしているの

か。時代により相反する事実を踏まえ、アメリカ社会に溶け込む“日本人”からアメリカ

人となった“日系人”へと移り変わる変遷を読み解き、当時の日系人が抱いていたジレン

マを考察する。かつてアメリカ社会に溶け込むために努力した日系人だが、現在も残って

いる日本文化や日本の精神について考察することで、ハワイにおける「日本らしさ」を明

らかにしていくことが、本研究の目的である。 

  

期待される成果 

 本研究を通じて期待される成果として日本における日本らしさとは異なるハワイにおけ

る日本らしさの差異を明らかになることが期待される。今回日系人の３世（Jed Nakamura）

と４世（Kiley Nakamura）にインタビューしたことにより、日系人のアイデンティティの

なかに日本は組み込まれているのか、そして彼らの祖父母である１世や２世は日本をどう

捉えていたのか、1 世から 4 世までのアイデンティティや日本文化の変遷について読み解く

ことができる。 

 

はじめに 

 ハワイに日本人が移動し始めたのは、1868 年からであり、主にサトウキビ畑や製糖工場

の労働者として移住した。当時の日本で働くよりも賃金が約 20 倍のハワイは、1891 年に

日本最初の移民会社である日本吉佐移民会社が設立され、移民会社の取り扱いによる契約

移民が始まると、移住する日本人は大きく増えた。最も人口が多いとされる 1920 年には、

ハワイの人口の 42.7％をも日系人が占めていた9 

今回、約半数ほどいた日系人が太平洋戦争前後での生活の変化やアイデンティティにつ

いて、現地の博物館や施設で学ぶことができた。その中でも、ハワイ人における日本文化

の捉え方やハワイに残る日本魂について、今回の研究旅行を通して訪れることのできた、

ハワイ日本文化センターや 3 世や４世の方へのインタビューを中心に考察することにする。 

（１） ハワイ日本文化センター 

                                                   
9飯田耕次郞『ハワイ日系人の歴史地理』ナカニシヤ出版、2003 年、4‐5 頁。 
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 まず、最初にオアフ島モイリイリに

あるハワイ日本文化センターについて

紹介したい。ハワイ日本文化センター

は主に真珠湾攻撃前の日系 1 世や 2 世

が、日系人の基盤を作り上げる上で苦

労した功績を称える展示物が多く、ハ

ワイに持ち込まれた日本文化について

も展示されている。 

まず印象的だったのはギャラリーに

足を踏み入れてすぐ目につく、日本語

で書かれた石の柱である。これらは、

日系１世の人々が大切にしていた価値

観である。 

そして次に当時の日本人学校の教

室に書かれている校訓について考察

してみよう。この校訓は２世が日本人

学校に通っていた当時のものである。

当時から家族を大切にするように書

かれており、インタビューを行った３

世と４世の方も常に家族を優先にし

て物事を考えると言われていた。この考え方は彼らの親に当たる１世や２世から受け継い

だ考え方であると話されていた。この校訓には、文頭から家庭のことが書かれている。こ

の表記は第一に家族のことを考えさせるように意図的に書かれているのではないだろうか。 

  

図 1 ハワイ日本文化センターの外観 

（撮影者：筆者） 

図２ 1 世が大切にしていた価値観 

（撮影者：筆者） 

図３ 当時の日本人学校に 

掲示されていた校訓 

（撮影者：筆者） 
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（２） 日系人の方へのインタビュー 

 今回ハワイへ赴き、現地に在住している３世と４世の日系人の方へのインタビューに成

功した。上記で述べた日本の文化や日本魂が、今もなお残っているのか実際に調査するこ

とができ、さらに彼らにとっての日本がどのように変化していったのかについても言及す

ることができた。 

【今もなおハワイに残る日本文化】 

 まずハワイに残る日本文化から考察することにする。彼らにお話を伺うと、伝統的な行

事事が根強く残っているという。例を挙げると、ボンダンス（盆踊り）、正月などであった。

正月にお雑煮を食べる習慣や、お盆に灯篭流しをする習慣など、現在の日本では希薄にな

りつつあるものが多かった。特に私が住む九州地区では灯籠流しの習慣はほとんどなく、

18～22 歳の若い世代に灯籠流しの参加の有無についてアンケートを取ったところ、50 人中

3 人しか参加者が存在しなかった。また、灯籠流しについて全く知識がなかった人数 11 人

も存在しており、灯籠流しの参加者の約 4 倍も灯籠流しについて知らない人がいた。 

 しかしハワイの日系人の方は日本文化として盆踊りや灯籠流しを例に挙げていた。これ

らを考えると、現代の日本における日本文化とハワイにおける日本文化のイメージの違い

が浮き彫りになっていることが分かる。 

【後世に伝わる太平洋戦争】 

 太平洋戦争時に１世や２世がどのような思

いでハワイに住んでいたのか、その息子や孫

にあたる３世や４世の方にインタビューをし

たが、１世や２世は、一貫して太平洋戦争の

ことについて話さなかったという。実の家族

の間でも触れることができなかったものが

「太平洋戦争」であった。 

４世の時代にもなると、小学生のころから

学校の授業で太平洋戦争について学ぶことが

義務化ではなくとも教えられるようである。

ハワイでは観光地化されているアリゾナ・メ

モリアルという真珠湾戦争の跡地も、すでに

授業で学んだため行く必要がないと４世の方

は言っていた。 

 

✧ハワイと日本の関係 

 ハワイのホノルルと日本の広島は姉妹都市

であるが、日本ではあまり知られていない。

町中に大きく佇む鳥居がある。 

図６ ホノルルの町中にある鳥居 

（撮影者：筆者） 
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 戦後、米国人との人的交流や文化交流が活発になってきたこと、また、1950 年代に米国

のアイゼンハワー大統領が提唱した「People to People Program」、すなわち、世界平和に

向け各国の市民が直接的に交流し、理解し合うため、アメリカの都市と外国の都市の姉妹

提携を奨励する運動などを背景に、日米間で提携の気運が高まった。 

 1959年に 5月 19日にホノルル議会が広島市に対する姉妹提携招請決議を行い、広島市に

提携を申し入れた。これを受け、同年 6月 15日に広島市議会において人口規模もほぼ匹敵

し、ホノルルに広島出身者が多く互いに親近感が強いことなどから提携が成立した。 

  

✧ハワイにおける日本らしさとは 

 今回、研究旅行を通して訪れたハワイだが、ワイキキなど多くの日本人が滞在する場所

は観光地化が進んでいた。その中から日本らしさを見いだすことは難しく、アレンジされ

作られた日本文化が多く存在していることが分かった。また、日本の広島商工会議所、広

島県と共同で寄贈された、世界遺産・宮島の鳥居レプリカはホノルルの町中に佇んでいる。

この寄贈された鳥居も、ハワイでの日本らしさを連想させるものではないだろうか。 

 ハワイには出稼ぎ労働者として移り住んだ日本人だが、真珠湾攻撃により生活が一変し

たことは間違いない。祖国から攻撃を受け、アメリカの敵国となった日本の血が流れてい

る日系人。しかし２世は日本人としての自覚よりもアメリカ人としての自覚を強く持って

いた。そのことを当時のアメリカ人はいかに捉えていたのだろうか。ハワイ日本文化セン

ターに掲示されていたものの中に“Why is my loyalty questioned?” という２世の叫び

が書かれていた。これこそが真珠湾攻撃後の日系人の苦しみを表す一言ではないだろうか。

その苦しみの中でもがき苦しみながら、耐え抜いた日系人だからこそ、昔ならではの日本

文化が強く残っていると感じた。 

 

 

参考文献 

・矢口祐人『ハワイの歴史と文化―悲劇と誇りのモザイクの中で』中公新書、2002年。 

・山崎俊一『ハワイ出稼人名簿始末記』日本放送出版協会、1985年。 

・吉浜精一郎『太平洋戦争と日系アメリカ人の軌跡』芙蓉書房出版、2016年。 

・飯田耕二郎『ハワイ日系人の歴史地理』ナカニシヤ出版、2003年。 
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柳本 報告書 

「ハワイ」は本当に「楽園」なのか 

～日系人にとってのハワイから考察～ 

 

ハワイには第二次世界大戦が勃発した場所である「パールハーバー」が位置する。現在

も尚約 8 万人以上の日系人(純)が在住しており、マイノリティーの中では上位の人口を占め

ている。現地ではアリゾナ・メモリアルにて当時の映像や学芸員の方のお話を伺い、ハワ

イ日本文化センターではパールハーバーを機に日系アメリカ人に対する差別、生活の変化

等に関する資料研究を行った。また、日系 3 世と 4 世の親子の方からもインタビューを行

うことができた。こられを通して、ハワイの日系アメリカ人の歴史、差別、アイデンティ

ティの変化という点から日系人にとっての「ハワイ」を考察していきたい。本研究旅行を

通し、2018 年 1 月提出予定である卒業論文の「第二次世界大戦時から見る日系アメリカ人

のアイデンティティと変容」を執筆するにあたって、より示唆に富んだ内容へと繋げてい

く。 

 

 

 研究旅行要旨・目的 

 

 太平洋戦争中のハワイにおける日系人のアイデンティティや、生まれ育ったハワイをど

う捉えているかについて知りたいと思った。そこで、ハワイに赴き世代別インタビューと

歴史的背景を照らし合わせながら考察する。キーワードは「日系人にとってのハワイ」で

ある。 

 真珠湾攻撃により、1941 年に第二次世界大戦が勃発した。日系アメリカ人にとっては祖

国である日本との直接的な闘いである為、1 世と 2 世のアイデンティティの変容が生じた。

アメリカ本土の日系アメリカ人はハワイの日系アメリカ人より酷く差別化され、強制収容

所での生活を強いられたといわれている。日米戦の発端地となった場所で暮らし続けるハ

ワイの日系人にとっての「ハワイ」とはどういうものであろうか。9 月 10 日に訪れたハワ

イ日本文化センター(Japanese Cultural Center of Hawaii)では、日本でもあまり注目され

ていないホノウリウリを始めとした強制収容所での、厳しい差別が起こっていた事実を知

った。同じ容姿をしながら、祖国が敵国となり、アメリカ人であるのに出生国から日系人

は敵国民扱いを受けた。彼らにとっての「ハワイ」を考察する上で、まず日系人の歴史に

焦点を当て、世代間での「ハワイ」に対する意識の差からアイデンティティの変化を捉え

る。本報告書ではこれらに基づいて「ハワイ」は本当に「楽園」であるのか進めていく。 
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期待される成果 

 

 日系人への世代間インタビューによって、アイデンティティ形成に大きな差が出ている

ことが浮き彫りとなり、現代の若者は「日系人」であるということをほとんど意識しない

という結果になると予想している。しかし、日本の祖先への尊敬の念は未だに抱いている

のではとも思っている。それらの考察から、彼らにとっての「ハワイ」と、日本人にとっ

ての「ハワイ」が根本的に異なると推察する。また、真珠湾攻撃によって当時の日系人は

差別を受けたが、本土よりもずっと軽いものだったと推測される。その為、ハワイの日系

人から見る本土の日系人とは、同じアイデンティティを共有するコミュニティではないと

考える。加えて、インタビューから日系人から見る「ハワイ」、また現在の日本人に対する

ハワイ観に結びつくであろう。 

 

 

研究手法と対象 

① 現地調査 

・パールハーバー(アリゾナ・メモリアル) /ハワイ日本文化センター 

(対象) 訪れている客層(人種・年齢等)なども視察を行う。真珠湾攻撃当時の映像や

慰霊碑を拝見することで、アメリカ側の視点からみるパールハーバー、また第二次世

界大戦を考察する。 

   ・インタビュー 

   (対象) 日系アメリカ人 3 世、4 世の親子の方に行う。戦争経験者と共に暮らした 3

世の方と、現在日本人の方と結婚された 4 世の方のお話を伺うことで、世代ごとで

変化してきている日系人としてのアイデンティティや、現在までの「ハワイ」をど

のように捉えているのか考察していく。 

 

② 資料調査 

・パールハーバー(アリゾナ・メモリアル)/ビショップ博物館/ハワイ日本文化センター

の展示資料 

・現地(アリゾナ・メモリアルとハワイ日本文化センター)で購入した文献、また DVD

映像。 
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写真 ① (撮影・柳本) 

 アリゾナ・メモリアル 

 

 

当時の映像資料、戦艦アリゾナは無料で閲覧することができる

ことから、この悲惨な事実をより多くの人に知ってもらおうとい

う様子が伺えた。アメリカ側の視点で描かれている映像、資料で

はなく、当時の状況をリアルに伝えているものばかりであった。

真珠湾攻撃は日本が予告もなしに突然攻撃へ走り、多くの命が途

絶えてしまったという印象が強いであろう。私たちは当時の映像

を観て、敗戦国である前に加害国であったという強い罪悪感が生

じた。日本ではあまり放送されないパールハーバーの実際の

映像は、次々と日本人がハワイのアメリカ人だけでなく日系

アメリカ人の命を消していく残酷なものであった。しかし、

ここで印象的であったのは、日本の技術の高さを評価してい

た点である。 

 

写真②のように、日本人観光客は少ない。それなのに映像

の中で「日本の技術力と巧妙な作戦に負けた」という事実を

述べることは、当時の状況をアメリカ側のひいき目も無く、

限りなく正確に伝えているといえる。この場には日本人観光

客だけでなく、やはり日系アメリカ人の姿も少ない。日本人

に関してはやはり、「ハワイ」というイメージは自然豊かなリ

ゾート地であるからだろう。しかし、日系アメリカ人は、イ

ンタビューに応えてくださった日系 4 世のカイリさんの話に

よると、「授業で習うからわざわざ行く必要がない」とのこ

とだった。現在の 4 世、5 世の日系アメリカ人は、アメリカ

人としてコミュニティを持ち、彼らにとってパールハーバー

とは「歴史」となっているといえるだろう。 

アリゾナ・メモリアルは滞在したホテルのテレビで繰り返

し広告されていた。しかし、「戦闘機」「戦艦」の見学がメイ

ンに置かれ、まるで戦場地であったことには触れずポップな

内容であった。戦艦アリゾナ号、戦艦ミズーリ、潜水艦ボー

フィン、太平洋航空博物館では間近で航空機の見学ができ、

ましてや戦艦アリゾナ号に関しては無料観覧が可能である。

船や飛行機が好きな人がハワイに来た際に訪れることも珍

しくないだろう。しかし、ワイキキの街頭で聞き取り調査し

た際には「興味がないわけではないが行く予定ではない。」と答えが多かった。アリゾ

ナ記念館へ訪れていた日本人が少なく感じたのは、リゾートで訪れた「ハワイ」もパ

ールハーバーと聞けば、船・飛行機よりも「戦場地」であったことが思い浮かぶから

と考えられる。実際に初めてアリゾナ記念館に訪れた私は、日本では敗戦国として跡

地を見て学ぶ機会が教育の一環として多かったが、加害国側として見る跡地では今ま

でとは異なった恐怖の感情が生じた。それは、パールハーバーの出来事だけに対する

感情ではなく、記念碑や映像を観ている日本人以外の方からどのように思われている

のかという恐怖だ。もちろん従業員の方も温かく接してくださり、日本人以外の観光

客から差別的発言を受けたわけでないが、アリゾナ・メモリアルは決して日本人にと

って居心地の良い場所ではない。それはパールハーバーが差別のきっかけとなった日

系人も同じことであろう。「当時の事を話したがらなかった」という日系人の先祖を持

写真② (撮影・柳本)  

アリゾナ・メモリアル内 

写真 ③ (撮影・柳本)  

戦艦アリゾナの上に、 

記念館が設立されている写真 
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った後々の世代がパールハーバーについて学校で学べば、わざわざその場に何度も赴

く人は少ないのではないか。それは、「現在だと日系人であるという差別を感じること

はなく、他の人種と同じアメリカ人(ハワイ人)である」と言い切っていた 4 世の方のお

話しからも考察できる。 

 

 

 ハワイ日本文化センター 

 

 ここでは今までのハワイの建物の雰囲気とは異なり、

日系人の従業員、訪れる人々も日系人かハワイで暮ら

す日本人ばかりであった。 

センター内には、日系アメリカ人の移民から強制収

容所の事実について映像、写真資料、または当時の状

況を表す住宅内の模型が展示されている。資料や映像

は主にアメリカニゼーションと日本の文化を兼用して

いく教育について、そしてホノウリウリ強制収容所に

ついてであった。 

  文化センター内資料による日米戦時の状況 

資料によると、ハワイに来れば年収が日本の約 21

倍といわれ、1924 年にアメリカ合衆国への移住が禁

止されるまでにハワイへ 21 万 8千人以上の日本人が移住した。その後は日本へ帰国したり、

アメリカ本土へ向かったりする日系移民も多くいたにもかかわらず、ハワイの日系人の人

口は 42％を占めていたという10。日系人の中でやはり宗教は大きく関わるものであり、ハ

ワイでも仏教は重視されていた。2 世以降は、アメリカ教育の公立学校と、日本語学校に二

つに通い、両国の遺産、文化や慣習を学んでいたが、自分はアメリカで生まれたアメリカ

人であるのに日本について学ぶことに対し強い疑念を抱き始めるのだ。1 世はプランテーシ

ョンで厳しい現実を知った為、自分の子供にはアメリカ社会で生きて欲しいという想いか

ら 2 世以降を公立学校に通わせている。1 世と 2 世は親子でありながら両国に対してのアイ

デンティティの差が生じた。 

ここを訪れる以前は、太平洋戦争時のハワイ日系人に対しての処遇について、日系人の

コミュニティも大きく、アメリカ本土に比べ強制収容所及び理不尽な人種的差別は酷くな

かったと考えていた。しかし、それはハワイの強制収容所の資料が少ないからであろう。

確かに、ハワイはアメリカ本土のカリフォルニア州地区のように戦前から弾圧的な排斥運

動が派手に行われていなかった。それでもホノウリウリ強制収容所は「地獄谷」と言われ

るほど悲惨なものであり、何の罪もない人たちが兵隊の残飯しか渡されず、仕事も取り上

げられ、司祭者である高齢者にも若者と同じ過酷労働をさせていた。アメリカ本土の日系

人と同じように、二世に対してアメリカに忠誠を誓うかという忠誠登録も行われていたの

であった。  

強制的に立ち退きを命じられた中での忠誠登録は、民主主義など存在せず、不公平その

ものであった。忠誠を誓って志願兵として命を捧げることに拒否をした者は敵国民とされ、

家も仕事も収奪されたままアメリカ本土の強制収容所へ移され終戦まで拘留され続けてい

たのだ。 

何故、日米戦における真珠湾攻撃以外のハワイの事実を何故日本人は知らないのか。強

制収容所の映画など、ほとんどがアメリカ本土の話である場合が多いのも一理ある。そし

て、何よりホノウリウリ強制収容所の資料が現在残っていないことが何よりの原因と言え

る。 

                                                   
10 ハワイ日本文化センター内ブース「OKAGE SAMA DE」より引用 

写真④ (撮影・柳本) 
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インタビューを受けてくださった日系 3 世の方によると、ご両親は強制収容所に行かれ

ていなかったものの、パールハーバーの当時の話をあまりしたがらなかったと話された。

現在では、強制収容所の経験がある先祖を持つ 3 世から 5 世の方がボランティアとして、

当時の収容所の遺物を回収する作業を行っている。しかし、今も尚ホノウリウリ跡地は木々

が生い茂るほど荒ており、アリゾナ・メモリアルのような人々が訪れることができる場所

になるには時間がかかりそうだ。戦争、差別を経験された 1 世、2 世の方々の背中を見てき

た 3 世を経て、現在の若い世代である日系人が再び残そうと試みているのは、再び人種に

よる差別を繰り返してはいけないという想いと、日系人としての歴史を「アメリカ人」と

して伝えなければいけないというアイデンティティの変化に起因するものだと考察する。 

 

 

 日系人から見る現在のハワイ(インタビュー) 

上記のことから、次第に「日系人」としてのアイデンティティ、つまり周囲の環境の変

化にも伴い変容していることが伺える。ここではインタビューに答えてくださった日系 3

世、4 世のかたのお話を軸に考察していく。 

戦後に産まれた日系３世の方は、ハワイで生まれ、65 歳になった現在もハワイで暮らし

ている。アメリカ本土の大学へ進学した彼は、アジア人として扱われたり、英語を流ちょ

うに話すためメキシカンだと思われたりすることがあったようだ。当時(1070 年代)は黒人

差別が酷く行われており、彼は日系人としての差別をあまりされなかった。しかし、カリ

フォルニア州の友人の家に行った際、友人の家族から自分が「ハワイアン」を理解されな

かった、という。彼の息子である 4 世の方は、日本人の女性と結婚された。結婚式の際に

日本へ訪れた時には、お父様である 3 世の方は日本人からも観光客として見られたが、3 世

の方は観光客として見られることは嫌なことでなはい、とおっしゃっていた。しかし、4 世

の方は日本に 7 年間住んでいた際、お箸を使えたり、お辞儀したりする姿を日本人に驚か

れたことに対しては嫌悪感を抱いたという。彼らはハワイでも日本の文化を好まれており、

現在も 8 月には盆踊り祭りがあるそうだ。三世の方は、祖父母、父母から靴を脱ぐ習慣や、

お辞儀、遠慮を教えられてきたので自分の息子(4 世)にもその教育を繋いでいる。 

私は彼ら(3 世、4 世)に、アメリカ本土の日系人との異なる点があるか尋ねた。「自分達も

アメリカ人だが、アメリカ本土の日系人は自分達よりアメリカ人である。」とおっしゃった。

それはハワイの日系人が日本の文化を継いでいる点からだけではない。彼の話には何度も

「ハワイアン」「ハワイ人」という言葉が出てきた。つまり、アメリカ本土から「ハワイア

ン」として見られるが故に生じた違いであるだろう。しかし、彼らはその違いをハワイに

いる中で、マイナスとしては捉えていない。ハワイには多くの観光客の消費行動で経済が

回り成り立っている。様々な国からの観光客にも寛容的であり、ハワイは色々な国から移

民してきている様々なコミュニティがある。彼らは日系人、アメリカ人、という枠組みは

あるが、彼らは「ハワイアン」である事に誇りを持っているのだ。日系 3 世、4 世の方がこ

れからもハワイに住み続けたい、と口を揃えておっしゃっていた。それは、それぞれのコ

ミュニティが文化・遺産を大切に共有でき、多様性から成り立っているのが現在の「ハワ

イ」だからこそだといえるだろう。 
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写真 ⑤ (撮影・柳本) 

カラカウア・アベニュー 

➢ おわりに 

  

ハワイへ来る前に期待される成果として、日系人にとっての「ハワイ」と、日本人にと

っての「ハワイ」は根本的に異なるのではないかと考えた。それは私が幼い頃から第二次

世界大戦などの平和学習を通して、卒業論文を執筆するにあたって日系人に焦点を当てて

きたからであろう。私は今回初めてハワイに訪れる前に、ハワイとは自然豊かなリゾート

地というイメージを持っていた。しかし、ワイキキのカラカウア・アベニューでは大きな

ショッピングセンター、高層マンション、リゾートホテルが次々に

並んで立ち構えていることに、イメージと異なったリゾートを感じ

た。「日本人はいつも忙しい。」と日系人の方がおっしゃっていたが、

その通りであると思う。時間に追われがちな日本人が、ゆっくりと

した時間の中で都会的な建物と色鮮やかな海に囲まれる環境は、ま

さに「楽園」といえるだろう。 

だからこそ、そのような日本人がハワイの「歴史」、まさに負の遺

産に向き合う時間を設けることは少ないと考える。ハワイの日系人

の歴史には「パールハーバー」が大きく関わっており、本土と変わ

らぬ辛い差別を受けた歴史もあった。しかし、その日系人が現在も

大きなコミュニティを保ち、ハワイ全体で日系人の Daniel K. 

Inouye という偉人を称えている。それは、ハワイの日系人は「アメリカ人」であるが、ハ

ワイの黒い歴史を越えて、今も尚、日系人であることに誇りを持ち続けて独自文化を築き

上げた「ハワイアン」であるからだと考える。その上で、ハワイの日系人は、アメリカ本

土の日系人とは異なったアイデンティティを形成しているといえるだろう。 

ビショップ博物館を訪れ、ハワイ王国が築き上げた文化、それがアメリカ合衆国となる

時、崩壊していく歴史も知った。現在のハワイには消えた慣習もあるが、その中でも独自

文化を守り続け、現在も愛される「楽園」としての「ハワイ」がある。日系移民 1 世にと

っても自らの文化が崩壊していく「アメリカニゼーション」に阻まれ親子の間柄でありな

がら 2 世の教育に壁を感じることがあっただろう。2 世もアメリカ人でありながら日本文化

を継承していく必要を感じることに苦悩があったはずだ。しかし、戦争、そして差別時代

を経て、ハワイアンでいる事、独自文化の価値を誇りに想い、それぞれのアイデンティテ

ィを形成している。今後の世代も日本文化を継承するかどうかは分からない。しかし、様々

な多様性の中で共有し合いながら暮らすことができるのが「ハワイ」である。つまり、日

系人にとってのハワイは生涯住み続けていきたい「楽園」であると考える。 

 

 

参考資料 

・Ryan Kawamoto 『The Untold Story: Internment of Japanese Americans in Hawai'i』 

Japanese Cultural Center of Hawai'i 2012 年 
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おわにり 

「観光」、「ハワイにおける日本らしさ」、「日系人にとってのハワイ」この三点からハワ

イを理解しようとした我々の調査研究の意義、重要性は山中速人氏の著書『ハワイ 岩波新

書 1993 年(p.13~14)』に示されていると思うので最後に同書から以下の文を引用したい。 

「ハワイをみるとき、もし、アメリカとしてのハワイにだけ注目すれば、ハワイはちょう

どその視線に応じた姿をあらわしてくれる。日系人のふるさととしてのハワイにだけ注目

すれば、また、同じようにその視線に応じた姿を映し出してくれる。……多様な民族と文

化の交差点であるハワイには、私たちがそう見たいと望む先入観に見合ったシーンが、き

ちんと用意されているのである。」 

この後に一つのシーンを見ただけでハワイを理解した気になってはいけない、と氏は続

けている。ハワイを理解するために「複眼的視点」と「カマアイナの視点」を持つことが

大事であると説いている。今回我々は前者の「複眼的視点」からの考察を試みたわけだが、

実際に三人で同じ場所を訪れても感じ方などは様々であり、特に古家、柳本の日系人の方

へのインタビューの考察を見てもそれは明らかである。今後三人で再び調査する機会はお

そらくないと思われるが、今回 3 人で行った調査結果を共有しつつ、それぞれが独自のテ

ーマに取り組み、卒業論文へと繋げたい。 


