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変容する都市のダイバーシティ：ボルチモア市グリークタウン（メリーランド州、アメリカ）の事例より 

Transforming Diversity in Urban Cities: Case Study from Greektown in Baltimore City, Maryland, U.S.A. 

松本奈何 Naka Matsumoto1 

As diversity is rapidly increasing in many urban cities worldwide due to immigration and economic structural changes, planners and policymakers face 

challenges in ensuring they remain inclusive and thriving. This article examines transforming conditions in such diverse neighborhoods through a case study 

from Greektown, Baltimore City, Maryland, in the United States. The field research conducted in Greektown revealed the diversities within the 

conventionally categorized groups based on race and socioeconomic status. Multiple generations within immigrant groups, racial and sexual minorities in 

young gentrifiers, and various economic positions in all groups present differing views and attitudes concerning the diverse conditions in the neighborhood. 

At the same time, each group maintains tight relationships based on culture, lifestyles, and political/social ideologies. The diversities within a group and 

between groups need to be noted in planning diverse and inclusive neighborhoods. 
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1．背景 

現代はこれまでになく多くの人々が国境を越えて移動し、働き、

生活をしている。近年盛んな多文化共生の議論からは、異なる文

化背景を持つ人々、狭義には外国籍の人々との地域における共生

の難しさ、課題が見えてくる(Sandercock, 2000)1)。このような文化

的差異や、国籍、民族の違いは表面に出やすい問題だが、一方で

世界的にみられる経済格差の拡大による経済状況の多様性また

それに付随するジェントリフィケーション、単身世帯の増加など

による家族構成の多様性なども、大都市の様相を複雑にしている。

本稿は大都市における多様性、ダイバーシティを文化、人種、民

族の違いにとどまらず、経済状況の違い、年齢、家族など幅広い

意味でとらえ、現在多くの都市で進行しているダイバーシティの

実態について、先行するアメリカの事例から明らかにし、この多

様化が今後の多文化共生に及ぼす影響について考察を行う。なお、

本稿は2020年に Journal of Planning Education and Researchに収録

された筆者の学術論文（英文）(1)を元に、多様性の現状に焦点を当

てて再構成して執筆されたものである。 

2．事例 

事例として移民先進国であるアメリカ合衆国、メリーランド州、

ボルチモア市にあるグリークタウンを取り上げる。ボルチモア市

はかつてアメリカ有数の工業港湾都市であり、19 世紀末から 20

世紀初頭にかけて多くのヨーロッパ系移民を受け入れてきた。グ

リークタウンはその名前の通り、ギリシャ系移民が移住し、移民

街として機能してきた。かつて周囲には多くの工場があり、住民

たちは徒歩で仕事に通ったという。最盛期であった 20 世紀半ば

から後半には約6000名の住民 が居住していた。しかしアメリカ

の他のヨーロッパ系エスニックタウン（例えばリトルイタリー）

と同様にこの地区でも産業構造の変化及び住民の高齢化と第2世
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代の郊外への移動により人口は減少、空き家も増加し住民は高齢

化した。現在は一人暮らしの高齢者も多く見受けられる。しかし

1990 年代に入りその様相が一変する。1965 年に施行された移民

法の改正(2)はアメリカ全体でヒスパニック系移民の増加につなが

ったが、ボルチモア市にはその波が遅れてやってきたのである。 

グリークタウンに住み始めた多くのヒスパニック系移民は空

き家となったタウンハウス（長屋）を手ごろな賃料で借り、家族、

親戚、友人と暮らし始めた。アメリカの国政調査(3)によれば、グリ

ークタウンの中心区では、1960 年代の人口のほぼ100%が白人、

つまりヨーロッパ系であるのに対し、2010年ではヒスパニックが

三分の一を占めるまでになっている。手ごろな賃料で、市中心部

からバスで通える範囲のグリークタウンは新移民の最初の落ち

着き先として適していたといえる。またヒスパニック系新移民の

多くは若く、子供を含めた家族である。地元の公立小学校では生

徒のほぼ8割をヒスパニック系が占めている。 

一方で、同時期に、ギリシャ系とヒスパニック系という外国に

ルーツを持つグループに対して、全く異なる社会経済背景をもつ

グループがグリークタウンに住み始めた。アメリカで生まれ育ち、

若く、高学歴で、多くが専門職に就く彼らは、いわゆる“ジェン

トリファイヤー”と分類される(Smith, 1982)2)。単身の若者、子供

のいない夫婦のみ世帯が多く、アメリカで常に問題となる公立学

校の質による住居の選択を考える必要のない世代でもある。これ

は“バックトゥーシティ”、とも言われ注目されてきた現象であり

(Hyra, 2015)3)、多くが郊外で育った彼らは、古い世代とは異なり、

徒歩や自転車で生活できるインナーシティに暮らすことに魅力

を覚えていた(Brown-Saracino, 2004)4)。彼らの一部はいわゆるパイ

オニアとして、空き家となったタウンハウスを改装して住み始め

た。近隣のすでにジェントリフィケーションが完了している地区

と比べると手ごろな値段、比較的良い治安、高速道路へのアクセ
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スの良さ、そして徒歩圏内にボルチモア市では最大の従業員数を

誇るジョンズホプキンス大学の一機関、ベイビューキャンパス病

院があること等が彼らを引き付けた。そしてほぼ同時期に、地区

の南端に位置する長年放置されてきた工場跡地が民間業者によ

り住宅として開発されたことにより、“New-build Gentrification”

(Stabrowski, 2014)5)の様相も加わった。グリークタウンにおけるジ

ェントリフィケーションはシークエンスとして時系列的に変化

していく、というよりも、異なる状況が同時に発生している、と

もいえる。 

このように、ボルチモア市のグリークタウンは衰退しつつあっ

た古くからの移民街、エスニックアンクレイブに、新たなヒスパ

ニック系移民と、ジェントリファイヤーが移り住み、文化、社会

経済状況、家族構成、年齢など様々な要素においてダイバーシテ

ィが進行した状況といえる。そこからは、現在進行形で変容する

都市のダイバーシティが、住民の社会関係にどのような影響をも

たらしているか探ることが可能である。 

 

3．都市の多様性と共生についての既往研究 

多様性のある都市における共生を考える場合、これまでの研究

では、住民を古くからの住民、移民、ジェントリファイヤー、と

いうエスニシティおよび社会階層によるグループとしてとらえ、

グループ間の社会関係について考えることが多い。そこには新旧

住民グループの対立、グループ間の経済格差などが着目される。 

都市の多様性とグループ間の社会関係についての研究は、量的

に把握されてきたものが多い。特にアメリカでは歴史的な人種差

別による居住区の制限と経済格差が都市、特に中心部で問題とな

る中、白人と黒人の居住パターンについての研究が多くなされて

きた(Briggs, 2006)6)。そこには居住地が人種によって決定され、教

育、経済格差を生み、貧困が恒久化しているアメリカの実態につ

いての危機感がある。欧米では収入、教育レベルの違いが人種と

結びつくことが多く、ジェントリフィケーションはその性質とし

て、より高収入（そして高教育レベル）の住民（主に白人）が低

収入の既存住民 (主に黒人) と入れ替わる現象が議論されてきた

(London, 1980)7)。 

一方で近年増加する移民の多くはヒスパニック系、アジア系で

あり、人種的にこれまでの白人対黒人という図式にあてはまらな

い都市の多様性が生まれてきた。さらに、近年の移民は経済的な

立場も多様である。従来の安価な労働力として都市に集中して居

住する移民だけではなく、高等教育を受けた中高所得の移民が郊

外に不動産を購入して居住するケースや(Li, 2008)8)、工場労働者と

して地方の小さな村落に居住するような状況も見られ(Stull, 

Broadway, & Griffith, 1995)9)、その多様性は複雑化している。 

このような様々な人種民族を反映した多様性をとらえようと

Maly (2005)10)はNeighborhood Diversity Indexとして、ヒスパニック

系、アジア系を含んだ指標を提起している。また、多様性をどの

レベル、地域、市、近隣地区で図るべきなのか、どう定義するか

についても議論されている。ある居住地区が多様であるという定

義は、その地区を包含する都市、地域の状況さらに歴史的経緯に

よっても変わってくるものである。一方でこれまで、それらの多

様な人々、グループについて、その人種民族の違い、経済レベル

だけではなく、文化に元づく価値観、たとえば家族観、宗教観、

など彼らの日常生活には大きな影響を与えていることがらにつ

いて包括的に理解しようとする試みは十分であったとはいえな

い。本稿では2年半以上にわたる現地調査、インタビュー、参与

観察から得たデータをもとに、変容しつつある都市の多様性と、

彼らの社会関係が地域にどのような影響を与えうるのかについ

て検討を行っていく。 

 

4．方法 

本研究では筆者が2012年から2015年にかけて米国ボルチモア

市でおこなったフィールドワークの結果に基づき行われた。住民

等48 名に対して1時間から2時間にわたるインタビュー、45 回

にわたるコミュニティ会議への出席、毎月の清掃ボランティア、

季節ごとのイベントへの参加が行われ、それぞれに詳細な記録を

行った。また、地区での日常生活を理解するため、地域の商店で

買い物をし、時にはバーやレストランに出向き、商店主や顧客、

住民に話を聞いた。2015年の春から夏にかけては、地区内の住戸

を直接訪問し、ドア越しに会話をしながら調査をおこなった。加

えて2015年には調査票を配布し、対面、オンライン、郵送などに

より87名の回答を得た。(表1) 

表 1インタビュー及びアンケート調査参加者 

 

これらのフィールドワークでは、彼らがグリークタウンに居住

している経緯、動機、日常生活、自分が帰属するコミュニティ、

変化する周辺環境、そして他のグループに対する受け止め方など

について聞いている。基本的に調査はすべて英語で行われたが、

一部ヒスパニック系の住民に対するインタビューは通訳を介し

て行われ、調査票はスペイン語に翻訳されたものも使用している。

このように多様なグループに対する質的研究は、各調査法の特性

や違いを理解しつつ、ひとつの方法ではなく複数を組み合わせる

必要があるといえる。たとえば、高齢者の多いギリシャ系住民に

話を聞く場合は電話、対面が好まれるのに対し、ヒスパニック系

は言語上のバリアとともに、外国人労働者として他者への警戒心

がある住民もいるために、匿名のアンケート調査、もしくは信頼

できる団体、人物を通してのインタビューを好む。またジェント

リファイヤーはオンラインによるアンケート調査への親和性が

高く、またインタビューも比較的容易に受け入れることが示され

紙ベース オンライン

ギリシャ系住民
a 16 11 3

ヒスパニック系住民
a 10 22 2

ジェントリファイヤー
b 11 3 35

その他
c 3 8 3

地元NPO、市当局者d 8 -- --
小計 44 43
インタビュー合計 48
アンケート小計 87

b ギリシャ系、ヒスパニック系を除く10年以内にグリークタウンに移住してきた25-50歳住民
c ギリシャ系、ヒスパニック系を除く10年以上グリークタウンに居住している住民
d グリークタウンで活動をするNPOおよびボルチモア市当局担当者

インタビュー
アンケート調査

a アメリカ国籍を含む
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ている。このような違いを認識し、総合的にアプローチすること

も多様なグループへの調査を行う場合に考慮されるべきことで

あろう。 

 

5．グループ内の多様性 

5-1．ギリシャ系住民 

現在グリークタウンに居住している主なギリシャ系住民は高

齢者であり、夫婦のみ、もしくは一人暮らしが多い。彼らの子供

たちは郊外に移り住んでいるケースが多いが、それでもこの地区

に残っている理由のひとつは、地区中心にある聖ニコラスギリシ

ャ正教会の存在である。毎週日曜になると徒歩数分の距離にある

この教会で礼拝に参加し、その後地下の大きな部屋で簡単な食事

をしながら、友人と過ごしている。教会にはいくつかの下部組織

があり、婦人会や、年に1回の重要なイベントであるグリークフ

ェスティバルなどを企画している。同時にこの教会には郊外に住

むギリシャ系アメリカ人たちにとっても重要な場所である。洗礼

式、結婚式などのイベントは幼いころ通ったこの教会で行うこと

も多く、また高齢となった両親、祖父母の付き添いとしても様々

なイベントに参加する。さらに、付属するギリシャ学校は、週に

数回午後になると 2 世、3 世の子供たちが、ギリシャ語、文化、

伝統などを学ぶために郊外からやってくる。学校のある日には教

会の駐車場がこれらの郊外家族の比較的高級な車で埋め尽くさ

れることになる。子供たちは普段は一般の学校に通学するが、ギ

リシャ人学校では同年代のギリシャにルーツを持つ子供たちと

過ごし、親同士が知り合いであるケースも多く、結束は固い。 

また、グリークタウンにあるギリシャ料理のレストラン、フェ

タチーズやバクラバなどを販売する食料品店は地区内だけでは

なく、周辺からも客を集め、その中には郊外住宅地から通うギリ

シャ系の家族も多い。さらに、彼らの多くは母国ギリシャとのつ

ながりを保っている。例えば移民 1 世のマリア(4)は娘が大きくな

ってからは年に1度ほどギリシャに行き、親族と過ごし、最近は

故郷に家を建てた。将来戻るかどうかについては、娘が孫を生ん

だりすると迷う、としながらオプションとして母国との絆を残し

たい、と述べている。また2世のディミトリは幼い子供たちも含

めて数年に一度はギリシャに行き、バカンスを過ごす。このよう

に、たとえグリークタウンに残るギリシャ系住民の数が減少し、

高齢化しても、その「コミュニティ」は郊外、そして母国とも結

びつきながら多様な年齢層を含んでいることがわかる。 

さらに、グリークタウン内の多くの不動産は、たとえそこに居

住していなくてギリシャ系の人々が所有していることが多い。こ

れは、たとえばジェントリフィケーションが起こった場合でもギ

リシャ系住民には立ち退きなどの脅威が及ばない（一方で固定資

産税が上がる、などの意見もあったが）ということを示す。では、

所有する不動産の価値が上昇した場合売却するのか、という点に

関しては否定的な見方をしている住民が多い。ギリシャ系2世で

不動産業を営むジョンによれば、ギリシャ系コミュニティでは不

動産は売買するものではなく、子孫に代々伝えていくものである、

という考えが根強いから、と言うことであった。さらに、数は少

ないが、両親、祖父母の所有する空き家に、大学を卒業後住み始

めるギリシャ系の若者もいる。彼らは郊外で育ち、大学に行き、

収入も高く、ジェントリファイヤーと共通する点が多い。両親と

しても自分たちが郊外に移った後、売却ではなく賃貸できること

はギリシャコミュニティの中でもっとも望ましい方法であると

考えている。 

このようにグリークタウンにおいてギリシャ系コミュニティ

は一見衰退していくように見えても、郊外、母国などと密接なつ

ながりを持ち、不動産を保持し続けることでグリークタウンに影

響を持ち続けている。そのコミュニティに属する個々は一様では

なく、様々な年代、社会経済的立場を含んでいる。 

 

5-2．ヒスパニック系新住民 

新たに流入してきたヒスパニック移民のコミュニティについ

てみていくと、そこにも、彼らの間に共通する点とともに、多様

性があることがわかる。まず共通点としては彼らの多くはスペイ

ン語を話し、若く、単身者もしくは核家族が多い。仕事は男性が

建設業に従事している人が多いのに対し、女性はレストラン、清

掃、ケアギバーなどのサービス業で働く人が多く、家族である場

合は共働きであり、複数の仕事を持っている人も見られる。カソ

リック教会は彼らにとっての重要な交流の場であるが、グリーク

タウン内にはなく、近接する地区の大きなカソリック教会でスペ

イン語のミサが開催される。これは、ボルチモア市のヒスパニッ

ク系移民が最初に住み始めた地域がグリークタウンよりも西、ボ

ルチモア市の中では南東地区と呼ばれるエリアであったことか

ら、歴史的にグリークタウンよりもそれらの地域に教会や、移民

を支援する NPO のオフィスなどがあるためである。グリークタ

ウンのヒスパニック系住民はバスで数分のところにあるそれら

の施設に行くことが多い。 

ヒスパニック系というのはいわゆるスペイン語圏出身の住民

を指すが、グリークタウンではほかのボルチモア市の地区と同様

に、住民の出身国は様々であり、その言葉や料理にもそれぞれ特

徴がある。メキシコからが最も多いが、そのほかの中米各国出身

も多く、圧倒的にメキシコ系が多い米国西海岸の都市と比べると、

ボルチモア市のヒスパニック系住民のルーツには多様性がある、

といえるだろう。さらに、それぞれの国出身者の人口がそれほど

多くはないため、サポート組織も国ごとではなく、ヒスパニック

系全体をカバーする組織、協会や NPO が存在する。従って彼ら

はメキシコ人、サルバドール人、といった国籍の上にヒスパニッ

ク系という自覚を持っていることが多い。多少の違いこそあれ、

文化や習慣を理解することも比較的容易である。ホンデュラス出

身のスペイン語新聞の記者フェルナンデスはこれを、“我々は少

数派だからね、国ごとの違いを強調する余裕はないよ。”と表現し

た。 

一方で、ここ数年でボルチモア市に住み始めた移民とは異なる

バックグラウンドをもつヒスパニック系住民もいる。彼らは移民

2 世、3 世のアメリカ市民で、ドミニカなど移民排出国として歴

史がより長い国、もしくはアメリカ領内であるプエルトリコにル
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ーツを持つことが多く、バイリンガルで、教育レベルも高い。彼

らはボルチモア市で増加するヒスパニック系新移民に対してサ

ービス、商品を提供する役割を果たしている。ドミニカ出身のホ

セは自動車保険を販売しており、彼のオフィスには顧客が大勢押

しかけている。ホセはもともとペンシルベニア州で暮らしていた

が、ボルチモア市で移民が増加していることから商機があると考

え移住してきた。またプエルトリコ系2世のアンドレはソーシャ

ルワーカーとして、無保険であることも多い移民を支援している。

彼らは英語に不自由しない、教育レベルが高い、アメリカの様々

なシステムに精通している、という点からもヒスパニックコミュ

ニティではリーダーとして活躍している。 

ボルチモアのようなヒスパニック移民にとって歴史の浅い都

市では、このように、新規移民、“ニューカマー”とそれを支える

国内移住組、“ベテラン”ヒスパニック“が存在する。また現在小

学校、中学校に通うニューカマーの子供たち、2 世が次第に成長

するにつれて、ベテランヒスパニックとともにコミュニティにイ

ンパクトを与えることも予想される。一例として、あるコミュニ

ティミーティングでの事例を紹介する。ある日そこでは新たな酒

類販売免許を許可するかどうかについて話し合われていたが、オ

ーナーの移民 1 世は 10 歳ほどの息子を通訳として伴い出席して

いた。幼い息子は緊張しながらも真剣な表情と流ちょうな英語で、

酒類免許の必要性と、犯罪防止への取り組みについて話し、父は

横で落ち着かない表情を見せるのみであった。息子の大人びた態

度と彼に頼る父親の姿はヒスパニックコミュニティの世代によ

る複雑な立場の違いを浮き立たせていると同時に、世代間での相

互扶助という側面を見せている。 

このようなヒスパニック系住民たちの相互扶助は、家族間だけ

ではなく、前述のボルチモア市南東地区にある教会や、NPOなど

の組織としても活発に行われている。NPOではスペイン語による

法律相談、英語教室、イベントなどがおこなわれており、前述の

“ベテラン”ヒスパニックたちがその運営を担っていることが多

い。結果的に、グリークタウンのヒスパニック住民は、世代、ア

メリカへの順応度などの違いを含みながら、グリークタウンを超

えてボルチモア市南東地区で増加する同胞と密接に関係を結ん

でいる、と言える。 

 

5-3．ジェントリファイヤー 

ジェントリファイヤーについての定義は、ジェントリフィケー

ションの定義とともに様々な議論がされているが、多くは比較的

若く、教育レベルが高く、世帯構成人数が少ない（多くが単身、

もしくは夫婦のみ）と考えられる。収入については教育レベルを

反映して比較的高いと考えられるが、年齢が若いということもあ

り、一概には言えない。ジェントリフィケーションの初期に低所

得地域に入ってくるジェントリファイヤーはアーティスト、文筆

業、教育などに従事する人たちであり、必ずしも収入が高いわけ

ではなく、むしろ家賃の高騰する他地域から移動してくるパター

ンである。Smith (1979)11)によるジェントリフィケーションステー

ジで言えば、パイオニアと呼ばれるグループである。2015年時点

でグリークタウンのロウハウス（いわゆる長屋） は10万ドル以

下（おおよそ1100万円以下）(5)で購入できる物件もあり、賃料も

2つの寝室、リビングルーム、浴室、地下室で1200ドル（おおよ

そ 13 万円）程度という物件があり、周辺ですでにジェントリフ

ィケーションが完了している地区より安い。例えば大学の講師と

エンジニアの同性カップルは、2014年に州外から転入する際に内

装を一新したロウハウスを賃借し、2 匹の猫とともに暮らし始め

た。オペラ歌手のエミリーは、結婚した当初はボルチモア市内の

より中心にある賃貸アパートに暮らしており、周辺で住居を購入

しようとしたが価格が折り合わなかったところ、グリークタウン

の物件をみて“価格が釣り合う”ということで購入を決めた。ボ

ルチモア市内では比較的治安が良い、とされることもきっかけだ

ったという。 

一方で、2013年からはグリークタウンの南端に位置する工場地

跡が民間業者により住宅地として開発された。新しい住宅区は道

路のパターンも従来のグリークタウンとは異なり、住宅はロウハ

ウスではあるものの古い住宅と比べると 1.5 倍ほどの広さ、さら

に新たに専用駐車スペースが確保されている。値段は最低でも30

万ドル(おおよそ3300万円)程度であり、新築であることを加味し

ても前述のエミリー曰く“クレイジーに高い”。確かにグリークタ

ウンの古い地区の価格と比べると割高ではあるが、この住宅を購

入した層は地区周辺のすでにジェントリフィケーションが完了

した地区の物件と比較しているために逆に割安だと思っている

住民も多い。これは彼ら新しい住民の意識がグリークタウンとい

う小さな近隣地区内での不動産価格としてではなく、ボルチモア

市でジェントリフィケーションが進む南東地区の一部での価格、

ととらえている、とも考えられる。実際、彼らがよく行くところ、

について聞くと、グリークタウン内のギリシャ人経営の小さな商

店ではなく、近隣地区の大型ショッピングモールや、海沿いのバ

ーやレストランと答える人が多い。この新築ジェントリファイヤ

ーは、大企業に勤務していたり、ジョンズホプキンス大学病院に

勤務する医療関係者であったりすることが多い。 

他方、少数派ではあるが、ジェントリファイヤーの中には人種

マイノリティや外国籍の住民、また前述のように同性パートナー

と暮らす住民なども存在している。現在 30 代というグリークタ

ウンのジェントリファイヤーの中心世代はミレニアルズと呼ば

れる世代にあたり、人種融合が進んだ学校に通い、大学で国際的

な環境（たとえば夏休み中に海外にいくプログラムに参加））にも

なじんでいる。したがって、人種や民族、宗教、性的嗜好などに

よる差別に反対し、また貧困層への理解もあるリベラルな思想を

持つ人が多いといわれる。近年のブラックライブズマター運動に

も積極的に参加している世代である。特にボルチモア市は政治的

にもリベラル色が強いため、グリークタウンでも自らがジェント

リファイヤーであるにも関わらず、周囲の低所得者や移民への理

解を口にする住民が多い。 

また“良き近隣地区”を保ちたいという要求は資産価値の保持

もしくは上昇に直結するため関心が高く、月に一回のコミュニテ

ィ会議に出席する人の中ではジェントリファイヤーの不動産オ
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ーナーが多い。一方で、こういった地域活動に関心を持ちながら

も、日常生活の忙しさから積極的な参加をしない人も多数存在す

る。 

このようにグリークタウンのジェントリファイヤーはいわゆ

るパイオニアと新築ジェントリファイヤーが同時期に存在しな

がら、中流以上の身軽な単身者や子どものいないカップルの生活

スタイルを保持し、リベラルな考え方をもち、多様性を容認して

いる人が多いと言える。 

 

５．グループ内多様性の意味 

ここまでグリークタウンに居住する新旧住民について、そのグ

ループ内の多様性を明らかにしてきた。ここに見られるのは、住

民たちは個々のアイデンティティを保持しながら、自分が帰属す

るグループ内での多様性を許容している点である。ギリシャ系移

民は高齢の 1 世から 3 世、4 世へと世代は幅広い。2 世以降の若

い家族は、他の多くのホワイトカラーのアメリカ人と同様郊外に

居住しながら、グリークタウンの教会に通い、子どもをギリシャ

学校に通わせてそのルーツを確認し、アイデンティティを保持し

ている。また若い世代であっても両親や祖父母の母国、ギリシャ

とも絆を保っている。ヒスパニック系住民の多くはここ 20 年以

内に来米した移民1世であり、低賃金の仕事についていることが

多いが、近年は2 世、3 世も増加している。彼らはバイリンガル

であり、米国と母国両方の文化、社会システムを理解する立場に

ある。そのため社会のあらゆる場面において、英語に不自由な両

親や、来米して日の浅い同胞であるヒスパニック系移民をサポー

トし、またビジネスを行うことで生活の糧を得ている。ジェント

リファイヤーは生活スタイル、例えば大学時代の友人や職場の同

僚と流行の高級レストランで食事をし、ジョギングをし、犬の散

歩をする、をグループ内で共有しながらし、人種マイノリティ、

性的マイノリティも包括し、SNSなどを通してつながりを保って

いる。 

このように人種民族や社会階層別のグループは依然として強

いアイデンティティを保ちながら、その内部は多様化してきてい

る。そこには、各グループが一見他グループと積極的な社会関係

を築いていないように見えて、その内部多様性を生かして柔軟に

他グループとの接点を見出す可能性を示唆している。例えばヒス

パニック系移民2世でアメリカの大学を卒業して、移民対象のビ

ジネスをしている住民は、ジェントリファイヤーと多くの共通点

を持っている。またギリシャ系住民は家族から聞かされている移

民の物語をヒスパニック系住民に照らし合わせて、その境遇を理

解しようとしている。このようなグループ内の多様性が他のグル

ープと重なりあうことによって、日常生活での社会関係は薄くと

も、必要であれば何らかの協働が生まれる可能性は十分あるだろ

う。 

 

６．調査の課題と今後の研究課題 

今回の調査にあたってはいくつかの制約および課題があった。

日本人である筆者がヒスパニック系移民およびジェントリファ

イヤーであるアメリカ人を対象に、筆者の第二言語である英語で

調査をするという点は、各グループへの深い理解が不足する可能

性がある。この点については様々な関係者に意見および支援を求

め、十分確認をしつつ研究を進めた。一方で、アジア人であると

いう外見は、どのグループにも属さない第3者であるという立場

が明確であり、グリークタウンの住民たちが、明らかに第3者で

ある筆者であるからこそ話せることもあった、と推測される。 

また、本研究は多様性がすすむアメリカのひとつの近隣地区で

の事例であり、様々な面で状況は日本や他の国とは異なる。しか

しその中でも多様性を仔細に把握し、ある結節点を見つけて多文

化共生へと導くヒントが存在していることを示したことは本研

究の成果であろう。現在多くの外国人労働者が日本に居住してい

るが、彼らの中にも居住年数、教育レベルなど様々な違いがある

一方、同胞としての意識も高いことが考えられる。また今後は滞

在が長期化し、バイリンガルとして育つ子どもも増加していく。

彼ら彼女らが日本社会で活躍することは多文化共生社会の形成

にあたって重要な意味を持つ。本研究は、単に移民が日本社会に

同化することを求めるのではなく、自らのルーツを尊重し、外国

にルーツをもつというアイデンティティを確立し、帰属する民族

コミュニティとの絆を保つことの重要性を示唆している。 

 
【補注】 
(1) Naka Matsumoto（2020）「Social Relationships in Diverse Neighborhoods: 
Immigration and Gentrification in an Ethnic Enclave」Journal of Planning 
Education and Research オンライン先行出版 
(2) 1965年に施行された Immigration and Nationality Actでは1920年代から
続いた地域別の移民制限を撤廃し、結果としてヒスパニック系、アジア系
移民の増加をもたらした。 
(3) Social Explorer (https://www.socialexplorer.com/tables)からU.S. Decennial 
Census data from 1960–2010（閲覧日：2016年5月10日） 
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