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多民族社会の形成
多民族社会の形成

戦後のさらなる多民族化

・「多民族社会」それ自体は，「
多民族社会」それ自体は，「単一民族
」それ自体は，「単一民族」の社会と比べ，世界史的にはむしろ普遍
単一民族」の社会と比べ，世界史的にはむしろ普遍
・欧州
欧州世界は多民族
多民族のせめぎ合いの結果，形成された。
欧州
多民族
・中国
中国も漢民族を主としつつ，満州，西域，南方の諸民族
諸民族が往来。
中国
諸民族
・エジプト
エジプトも，ギリシャ，メソポタミア，ヌビア，ローマと交流
エジプト
・インド
インドも，後から進出したアーリア人
アーリア人，従来からのドラビタ
ドラビタ，アラブ商人
インド
アーリア人
ドラビタ アラブ商人が混住
アラブ商人

「新々移民
新々移民」の増加
新々移民

① 出身地域の大変化
出身地域の大変化
・1965改正移民法
改正移民法 … 国籍，
国籍，人種，
人種，民族による制限
民族による制限
廃止。 既永住者の親戚
既永住者の親戚，
親戚，職能，
職能，難民を優先。
難民を優先。
※公民権
公民権運動
公民権運動の高まりへの対応が背景に。
運動

・ロシア
ロシア，オスマン帝国
多民族国家。
ロシア オスマン帝国もまた，多民族
オスマン帝国
多民族

・予期せぬ変化 … アジア，中米からの移民が急増
アジア，中米からの移民が急増

・一方，欧州で後発諸国家が独立を果たす19世紀中頃から「nation state」なる
概念が生まれ，1918年には，アメリカの W.Wilson大統領が「民族自決
民族自決」原則を
民族自決
提言。これは欧州の秩序回復を念頭においたものだったが，主権国家のモデ
ルとして世界に流布。
・しかし実際には，1つのnationの国家など稀
稀
⇒ 独立国家の内部で多数派民族と少数民族の対立が各地で続発。

② 難民受入れ の増加

・こうした中，アメリカ合衆国
アメリカ合衆国の国家形成理念は，「民族
民族」ではなく「自由・平等
自由・平等」と
アメリカ合衆国
民族
自由・平等
いう理念
理念。
フランス型。
※民族
民族中心主義＝ドイツ
ドイツ型
理念 これはフランス
フランス
民族
ドイツ
・このことが，この時期（19世紀後半〜20世紀初め），アメリカに多くの移民を引きつ
ける一因に。

新移民と
移民
旧移民

・当初の移民 … イギリス，アイルランド，オランダ，スウェーデン，ドイツ
⇒ White Anglo-Saxon Protestant
・新
新移民 … 20世紀以降。南欧（カトリック），東欧（正教），ロシア・ウクライナ
（ユダヤ人） … 都市の雑業部門に入り込み，しばしば集住地
集住地を形成
集住地

猿谷要『物語アメリカの歴史』中公新書，1991

・アジア移民
アジア移民の流入
… 1850年代，鉄道建設と鉱山
アジア移民
の労働者として中国人が西海岸へ。
・1882，中国人移民が禁止され，日本人移民が増加

・法律による移民
移民制限 … 1875以降
・1924からは国籍・人種で制限。敵国人，貧困者
の排除。 … 建国理念を曲げる。

★この時期，綿花の衰退で失業した南部
の黒人
黒人たちが，経済成長著しい北東部や
黒人
中西部の都市
都市に大挙流入
都市
⇒ 彼らは経済的困窮者でもあり，大都市
ほど大規模な集住地
集住地を形成して，各地の
集住地
WASP社会と様々な軋轢を生む。

⇒1980年代の移民の出生国 … 欧州10．5％に対して，ア
ジア42．9％， 米州43．3％

・1959キューバ
キューバ難民
インドシナ難民
キューバ難民，
難民， 1978インドシナ
インドシナ難民 etc.
・1980，難民法
難民法を制定して，難民を移民とは別枠
別枠に。
難民法
別枠
入国後，永住権
永住権を獲得するケースが多く，法的には「
を獲得するケースが多く，法的には「難民
難民」から「
」から「移民
移民」に変わる。
・入国後，
永住権
を獲得するケースが多く，法的には「
難民
」から「
移民
」に変わる。
・戦後，永住権を与えた難民は230万人
戦後，永住権を与えた難民は 万人以上。
万人以上。 ※日本は1978年以降，7,000人程度

③不法入国・滞在
不法入国・滞在の激増
入国・滞在
・1970年代以降，Mexicoからの不法入国者が急増 ⇒ 1986改正移民法
改正移民法 …
定着した不法滞在者を合法化
合法化する一方で，不法入国者の雇主への罰則強化
合法化
※1986時点で，不法滞在者は300〜500万人，一部に1,000万人以上との見方も。

『新編地理資料
2014』とうほう
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WASP

・1629〜40， England東部の清教徒2万
人 ⇒ Massachusetts
・1642〜75， England西部と南部から4.5
万人の騎士と従者 ⇒ Virginia
・1675〜1715， Enlgand, Wales各地の
Quaker教徒 ⇒ Delaware
・1717〜1775， England北部, Scotland
低地帯の貧困者25万人 ⇒ Appalachia
・1840年代，Mormon ⇒ Salt Lake盆地
Norske Nookの土産物
England

Wisconsinの農村でみかけた
ノルウェーの文化（1999.7）

・Irelandが祖先とする人は，南Irelandのカト
リック教徒と，Ulster地方（北Ireland）のプロ
テスタントで，その割合は半々。
・植民地時代を通じて数10万人が移住。
・1840年代の飢饉後にも大量移住。
※J.F. Kennedyの曽祖父もその一人

・小農や貧困者の出が多く，年季奉公人か
ら身を立てる。
・北東部，中南部のほか，大都市にも多く，
都市の建設労働にも多く従事した。
Ireland

『アメリカ合衆国テーマ別地図』原書房,1995 より

WASP

Germany

・ドイツ人移住の波は1720に始まり，
Pennsylvania, New Jersey，NYへ。
・1830〜1930に600万人が移住。
・プロテスタント各派（ルター，カルヴァン，福音
主義教会）が主だったが，カトリックも3分の1，
ユダヤ教徒も。
・職人が多く，Pennsylvania〜中西部の各地
で産業をおこす。
・裕福になるにつれて民族主義が強まる傾
向があったが，第一次大戦後は母語を話さ
なくなり，民族としてのまとまりを失う。

Hispanic移民
移民
・Puerto Rican … 1889，USAの支配下に。
砂糖プランテーションの増加で，自給農業
が崩壊し人口流出。New York周辺に集住。
低所得の生活保護世帯が多い。
・Cuba人 … 1959革命で逃れてきたelite層。
Miamiにラ米貿易の金融センターを形成。
後続の難民の受入れ母体となり，労働者と
して取り込み，FloridaをCuba人経済の地に。
・Mexican … 戦後,農場や工場の低賃金労
働者として流入。不法越境者も多い。

・Sweden人 … 1638にDelaware川河口に植民
地を形成。1655，オランダ人が引き継ぐ。

悲劇のNative American

・急増は1840不況後。多くが農民や農業労働
者で，ルター派。

各自調べてみよ

Hispanic

平均 9％

・入植余地のあった大平原北部へ。
・Norway人もこれと同様。

Scandinavia

Native American
平均 1％
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多文化の出会い

Chinese
・1848 California Gold Rush以後，鉱山
鉱山労働者
鉱山
として急増。大陸横断鉄道
鉄道の工事にも数万人
鉄道
が従事。華南出身が多数。
・出稼ぎ契約で，多くは帰国。

melting
pot 論

・Cuba, Caribean音楽 … rumba， mambo， chachacha， salsa, reggae

・各地の鉱山町
鉱山町や鉄道町
鉱山町 鉄道町に定住した人も。
鉄道町
・1882，中国人排斥法
排斥法で，移民は困難に。
排斥法
・1968，移民法改正後，再び増加。

・France系 … Cajan文化（Jazz， Janbaraya）， 混血Metis, Mardi Gra
・Ireland, Scotchをベースに 各地の楽器が融合 … country music， folk song
⇒ これらの融合 … fusion

・大都市に
大都市に中華街
大都市に中華街，各地でビジネスを経営
中華街
・1980年代以降，裕福な香港
香港，台湾
台湾人が増加。
香港
台湾
教育熱心で，留学生，学者も多数。
・Japanese
・1882中国人排斥以降，代替労働力
代替労働力としてHawaii
代替労働力
と西海岸へ流入。建設ブーム後は，農業労働者か
ら農場主に進出。
・対日戦争時，暗号解読や戦線各地でスパイ
スパイとし
スパイ
て活躍し，終戦を2年早めたといわれる。
・教育熱心
教育熱心で，社会的地位の上昇
地位の上昇を遂げる。
教育熱心
地位の上昇
・集住地区をあまり作らない
集住地区をあまり作らない。
集住地区をあまり作らない
※日本人町
日本人町は，San FranciscoのJapan Town, LAの
日本人町
”Little Tokyo”ぐらい

アフリカ系

・黒人音楽（西アフリカ
… 黒人霊歌， gospel（Baptist教会の儀式），blues,
黒人音楽 西アフリカのリズム）
西アフリカ
R&B … 白人音楽との融合 … jazz, Rock
・Boo doo教 … ダホメの土着信仰とカトリックの習合

Chinese

★しかし人種間の婚姻は，南米諸国と比べて多くない

salad
bowl 論

・Korean
・1900年代，日本人とともにHawaiiから西海岸へ
・移民法改正後の1970年代に大量流入。
・小商店主,cleaning業で各地の都市区へ進出。
・LAに巨大なKorean Townを形成

・経済格差も固定化 ⇒ 職業・社会階層と人種･民族（特に黒人，Hispanic）が対応
・南部黒人の都市流入期（1930年代〜） … 混住化を忌避した白人
白人たちが，郊外
郊外へ転
混住化
白人
郊外
出（White Flight） ⇒ “country club” : 郊外白人たちの社交場。
・1960年代公民権
公民権運動後
… 学校の白人・黒人の混合政策を推進。school busで郊外
公民権
の白人と都心近くの黒人の子どもたちを集めて1つの学校で学ばせる政策（busing）

・Indian
・移民法改正後の70年代に急増。
・hotel， motelの経営者，給仕， porter， taxi driver
・高学歴でも故国の就業機会が少ないため
・Silicon Valley に多くのcomputer 技術者

・Africa人奴隷の大半は1741〜1807年
に移住。約40万人。
・1790年，Africa系人口はVirginia,
Carolina, Marylandを中心に75万人。
・1800年代，Deep Southの綿花地帯に
80万人が移される。
・1860年には440万人。うち自由身分は
48万人余り。
・1910年頃から，綿花農園は不況となり，
北部の工業都市
北部 工業都市へ流入。戦争で減った
工業都市
移民の代替労働力に。
・1990年Censusで約3,000万人，12％。

黒人差別問題

・新移民流入期 … 都心周辺（inner city）の住工混在地区やslum街に，同民族の集住
集住
地区を形成
⇒都市空間の居住分離
居住分離（segregation）が進行
地区
居住分離

⇒ それをも忌避して，さらなるwhite flightと，分離教育
分離教育の私立学校
分離教育 私立学校を指向する白人の
私立学校
親たちが増加。

1

・南北戦争後，制度の上では

・多くの「移民」がいる中で，白人majorityによる黒人の差別
差別
がアメリカ社会の構造化

差別は解消されてきたが，実
効が伴わなかった。

・要因は … ①奴隷解放で自作農になっても，意識や行動
は容易に変わらなかったこと， ②他の移民に比べて貧困
貧困状
貧困
態に置かれ続けたこと， ③都市部に流出後は都心周辺の
荒廃地帯slumに集住
集住して，白人社会と異質のコミュニ
集住
ティーを形成することが多かったこと、④minorityとしては
最大集団で，社会的プレゼンスが大きかったこと

・これに対して，1960年代，
「公民権運動
公民権運動」が活発化。
公民権運動
affirmative action（結果とし
ての平等）を要求
⇒ 1963.8.28 Washington大
行進，King牧師の “I have a
dream” 演説

Native American
平均 1％
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Chicagoの巨大化と
社会地区分化

サウス・シカゴ

↑市街地の拡大
市街地の拡大

チャイナタウンと鉄道・幹線道
路を隔てて低所得者住宅街
←中西部の
交通拠点

Visible Ethnicity
人口密度
人口密度
2000 ⇒

Cutler（1973）：Chicago.

シカゴの民族分布と所得水準
シカゴの民族分布と所得水準

・1920・30年代，東欧やイタリア系の「新移民」と
アフリカ系は，都心部の周囲に集住。
・その付近は低所得の地区でもあった。

・商業指向的な民族は，視覚的に民族性を表出させ
た商店街を形成。Chinese, Italian, Koreanが代表格。
・Indianは，原色の建物彩色で，
・南欧系は玄関や窓のmetal workですぐわかる。
・Jewish地区は黒の衣装，ユダヤ教会で知れる。

Burgess (1925)の同心円地帯
同心円地帯モデル
同心円地帯モデル
・ 都市拡大の過程は
都市拡大の過程 は ， 同心円の
同心円 の 地帯構造に
地帯構造 に
よって説明できる。
よって説明できる。
・ 「 Loop」
」 として示された Ⅰ 地帯 （ CBD：
： 中心
業務地区）
） に隣接して，ビジネスや軽工業
ビジネスや軽工業に
ビジネスや軽工業
よって侵蝕されつつある
侵蝕されつつあるⅡ
侵蝕されつつあるⅡ（遷移地帯
遷移地帯）
地帯）がある。
・ それを囲むⅢ
それを囲む Ⅲ （ 労働者住宅地帯
労働者住宅 地帯）
地帯 ） には，
には ， 退
廃的なⅡ
廃的な Ⅱ 地帯から逃れてきたものの，
地帯から逃れてきたものの ，なお就
業地に近く，
業地に近く ， 通勤コストのかからないⅡ
通勤コストのかからない Ⅱ 地帯
の場所を望む工業労働者たちが住んでいる。
の場所を望む工業労働者たちが住んでいる 。

民族分布1930
民族分布

・ その外側は，
その外側は ，高級アパートや戸建住宅地区
からなる邸宅
からなる 邸宅地帯
邸宅 地帯（
地帯 （ Ⅳ ） ， さらに外側のⅤ
さらに外側の Ⅴ は ，
都市の境界を越えた通勤者
都市の境界を越えた通勤者の住む
通勤者の住む郊外住宅
の住む郊外住宅
地帯
モデルは1920年代の
Chicagoの状況による

・この地帯形成は，シカゴ
大学社会学教室の創始者 ----------------------------------------------------------------------------------------Parkが唱えた，移民の社 Competition ⇒ conflict ⇒ accommodation ⇒ assimilation
（競争） （闘争） （応化）
（同化）
会統合プロセス（右掲）の
生理的,
政治的
社会への
パーソナリティ
空間的反映であるとした。

Price & Tweed (1985)

・1980年，イタリア系や東欧系は周辺部に
移りその後にアフリカ系やヒスパニックの
集住地になったことが読み取れる ⇒

民族分布1980
民族分布

経済的欲求

欲求

組織化

としての統合

-----------------------------------------------------------------------------------------
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現代地図帳（二宮）

1957初演の Broadway Musical.
ManhattanのBroadwayより西側はHispanicやItaly
人の低所得移民街区。そこのPuerto Rico系と
Italy系の若者グループの争いが主題

New York Cityの民族集住地区

朝日百科 世界の地理
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California農村のvisible ethnicity
・バスク人 … 酪農
・パンジャブ人 … モモ
・日本人 … 稲作，花
・モン人 … 野菜

Hmongの野菜農家

人種構成の将来予測

Fresno近郊
（2001年8月）

Basque人農場主

Basque料理の食堂

Sunkistの
選果場で
働くメキシ
コ人
スペイン語
併記の
注意表示
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Projection_of_the_Demographics_in_USA.jpg

宗教構成の
変化

・ユダヤ教人口は1990年の313.7万人から、2008年に268万人に減少。
・1990年に52.7万人だったイスラム教人口は，2008年には134.9万人に急増。
・1990年に40.4万人だった仏教人口は，2008年には118.9万人 に急増。
2番目に多い宗教の州別分布

バハイ
仏教
ヒンディー
イスラム
ユダヤ

「アメリカウォッチ Yuko's Blog」 https://shimamyuko.wordpress.com/2014/06/22/

