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矢ケ﨑典隆：
『カリフォルニアの日系移民と灌漑

「第 2 章

カリフォルニアの大土地所有制」で

フロンティア−サンホアキンバレーにおける農業

は，スペイン時代に導入された大土地所有制と粗

地域と多民族社会の形成−』学文社，2022 年 3 月

放的牧畜は，アメリカ時代になっても継続した経

刊，400p.，5,300 円（税別）

緯を検討している。カリフォルニアではアメリカ
時代に入ると，ランチョ（スペインやメキシコの

アメリカ合衆国カリフォルニア州の中央部に位

政府により賦与された広大な牧場）の継続と新た

置するセントラルバレーの中部から南部を占める

な公有地払い下げで，以前よりもはるかに大規模

サンホアキンバレーは，アメリカ有数の農業地域

な土地の私有化が進行した。これによって大地主

である。本書は，この地域が豊かな農業地域に発

が生まれ，粗放的な牧畜が営まれ，さらにゴー

展した 19 世紀から 1920 年代にかけての地域変化

ルドラッシュ後の 19 世紀後半のサンホアキンバ

を，地理学の視点と方法により明らかにしたもの

レーでは，小麦が大規模に栽培され始めた。この

であり，九つの章から構成さている。

小麦栽培は 19 世紀末までに衰退した。

「第 1 章

南北アメリカの経済文化地域と移民」

乾燥した地域の開発は，灌漑によって可能と

では，カリフォルニアと移民，そして地域社会や

なった。「第 3 章

産業の形成を論じるための地理学的な視角を提示

合衆国センサスの分析により 19 世紀末において

している。19 世紀中頃の南北アメリカをヨーロッ

カリフォルニアは，灌漑の先進地であったことを

パ文化の導入という観点から考え，北西ヨーロッ

明らかにした。カリフォルニアでは水利権をめぐ

パ系小農経済文化地域，プランテーション経済文

る混乱が繰り返されていたが，それを解決したの

化地域，イベリア系牧畜経済文化地域の三つを設

が 1887 年のライト法に基づく灌漑地区の設立で

定することができる。さらにアメリカ合衆国をみ

あった。灌漑地区では債権の発行によって資金が

ると同じように，北東部は小農経済文化，南東部

調達され，ダムや灌漑水路が建設された。その結

はプランテーション経済文化，南西部と中南部は

果，20 世紀に入ると灌漑面積が増加するとともに，

牧畜経済文化によって特徴づけられ，19 世紀後

大農場の分割によって小規模農場が多くなった。

半に北東部の小農経済文化が南に西に拡大したと

「第 4 章

灌漑フロンティア」はまず，

サンホアキンバレーの農業地域」で

解釈される。牧畜経済文化から小農経済文化への

は，スタニスロース郡を対象に分析が進められ，

転換が劇的に展開したのは，サンホアキンバレー

そこでは 1840 年代後半に公有地における自由放

においてであった。また，ジョーダンが提唱した

牧による牧畜業が始まった。その後放牧用の広大

「前適応」の概念を用いて，移民の入植を検討す

な土地のために様々な方法で公有地が取得され，

るとしている。それは，人間社会が移住に先だっ

大地主が生まれた。生産性の低い牧畜業は 1860

て保持する特性の複合体で，新しい自然環境の

年代に入ると小麦を中心とした穀物農業に転換し

もとで植民を行う際に競争力となるものである。

始め，穀物生産の黄金時代は 1870 年代から 30 年

ジョーダンが対象とした自然環境を，本書ではホ

にわたって続いた。しかし，1887 年にターラッ

スト社会に置き換えている。

ク灌漑地区が設立され，1901 年に灌漑用水が供
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給され始めてから，農業は大きく変化した。それ

ロース郡ターラック地域における日本人移民の自

は，大農場の分割，入植者の流入，農業の集約化

然発生的入植を取り上げている。日本人は個別に

であった。メロンやブドウ，モモなどの園芸農業

入植し，現金借地によってメロンを栽培する一

やアルファルファ栽培による酪農の発展であっ

方，市街地では小規模自営業を行った。厳しい排

た。集約的農業と農産加工業の発展によって，都

日的社会環境のもとで，経済的，社会的，文化的

市が成長した。

な目的のために様々な日系エスニック組織が設立

「第 5 章

ヨーロッパ系移民の入植」では，サ

された。

ンホアキンバレーにおけるスウェーデン系とポル

「第 8 章

キリスト教徒と日系計画入植地」で

トガル系という二つのヨーロッパ系移民集団に焦

は，上記のターラック地域の日系人社会に近接し

点をあてている。スウェーデン移民のためにフル

て，計画的に進められたヤマトコロニー，クレッ

トバーグは，ターラック地域の大地主から土地を

シーコロニー，コーテズコロニーの植民事業を分

購入し，ヒルマーコロニーを建設した。東部や中

析している。入植地建設の立案と推進は，実業家

西部から再移住した人々が入植して，アルファル

であり敬虔なキリスト教徒であった安孫子久太郎

ファを飼料とした酪農と果樹やブドウの栽培が行

によって行われた。まとまった土地を購入し，孤

われ，地域社会が形成された。しかし，多くは第

立した農村集落を形成することによって排日的社

1 次世界大戦の時期に農場を売却して，都市的職

会環境から距離をおくことができ，キリスト教を

業に従事するようになった。これに代わって農業

中核とした土地所有者の地域社会が形成された。

の担い手となったのは，ポルトガル人であった。

入植者の教育水準は高かった。多くの入植者は

アゾレス諸島出身者がターラック地域に農場を購

40 エーカーの土地を購入し，ブドウや果樹，サ

入して，酪農経営に従事した。ここではアゾレス

ツマイモ，トマト，ナス，スイカなどを栽培した。

諸島から移植された文化が持続した。

そして，共同出荷のための農業協同組合が組織さ

「第 6 章

カリフォルニア州政府の植民事業」

れ，日系農業社会が繁栄した。

は，州政府が主導したサンホアキンバレー北部の

「第 9 章

フロンティアの多民族社会」はまと

マセド郡におけるデルハイ州立植民事業について

めと考察の章であるが，まず，日本人移民による

である。灌漑事業と集約的農業に適すると考えら

自然発生的入植地と計画入植地を比較し，前者は

れる農地が購入され，多様な人々が入植したが，

領域の境界が不明で分散しており，移民は主に借

白人でないために市民権の獲得を許されなかった

地により一年生のメロン類を栽培した。後者は明

アジア系の移民は，対象から外された。しかし，

瞭な境界とコンパクトな領域で凝集的であり，多

恵まれない土地条件とそれに起因する農業生産の

数の移民は農地を所有してブドウや果樹などを栽

問題，入植者が政府に依存しすぎたことなどか

培した。1910 年代と 1920 年代に排日感情が特に

ら，この植民事業は失敗した。この植民事業は，

強くなり，日本人移民はホスト社会から圧力を受

増加する日系移民の入植を阻止する面があった。

けたが，自然発生的入植地の場合には，日本人は

20 世紀はじめのカルフォルニアの灌漑フロン

農業経営者・労働者として重視される一方，白人

ティアでは，日本人が農業に従事し，移民社会を

によって強制追放されることもあった。結局，第

形成した。
「第 7 章

自然発生的入植地と日系農

2 次世界大戦でこの日系社会は崩壊した。計画的

業社会」は，サンホアキンバレー北部のスタニス

入植地の日本人は，ホスト社会の白人と平和的関
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係を維持することができ，第 2 次世界大戦後，強

ルニアの日本人社会−』を合わせ読むと，著者が

制収容所から帰還して農業を復活させ，日本人社

長年をかけてローカルな日系移民の動向を，グ

会が継続した。様々な移民がサンホアキンバレー

ローバルな枠組との関連で理解しようとする壮大

北部に流入したが，ポルトガル系は主に農業およ

な構想を，本書で実現したことがわかる。また，

び酪農に従事し，スウェーデン系は当初は農業，

本書は地域がいかに形成され発展し，変化するか

そして早い段階で都市に移動して多様な職業を選

に焦点をあてて人口，経済活動，地域組織，中心

択した。日系は農業と農業労働力に特化した。三

地の発展などを総合的に分析しており，優れた地

つの移民集団の差異は，それぞれの前適応と適応

誌の試みともいえよう。

戦略を反映していた。

19 世紀の終わりから 20 世紀の初めまでの農業

本書でまず高く評価できることは，主な対象地

と地域社会の変化を明らかにするために，地域史

域であるサンホアキンバレーの多民族社会の特徴

に関する多くの文献，既存の研究書を丁寧に読み

を，狭域から広域まで様々なスケールを設定して

解くほか，各種の地図，統計，シティディレクト

うまく説明していることである。ことにグローバ

リー，ローカル新聞などが利用されている。特

リゼーションとローカリゼーションの枠組みで

に 1900 年合衆国センサスや各郡の公式図，週刊

の分析がみごとである。次に評価されることは，

新聞のデルハイレコード，サンフランシスコ日本

ジョーダンが提唱する前適応の概念を用いて，移

領事館の「職業並ニ戸口調査」と「耕作物並二英

民集団が本国から持ち込んだ文化が適合戦略とし

加数」などの詳細な分析結果は，本書を説得力の

ていかに機能するかという研究方法を有効に用い

高いものにしている。各章のはじめには，論点

ていることである。移民集団はホスト社会の状況

と方法，内容の要約がまとめられており，本書

に応じて，母国から持ち込んだ文化を基盤とし

が大部なだけに読者にとってありがたい工夫であ

て，エスニック組織や就業構造，居住空間など

る。1976 年 9 月に著者がカリフォルニア大学バー

様々な適応戦略を用いて移民社会を形成したとい

クリー校に留学して以来長年にわたって蓄積した

う視点が本書で貫かれている。さらにサンホアキ

研究成果に基づく重厚で優れた内容の研究書であ

ンバレーを中心としたカリフォルニアの農業と地

り，地理学のみならず関連分野の多くの方々にも

域社会の変化を，時間の流れに沿って整理し，順

勧めたい。

に追っていることが，全体の論旨の展開を明確に

（田林

している。

文

灌漑は，乾燥したカリフォルニアの地域変化を
理解するために不可欠なキーワードであり，本書
の題名に「灌漑フロンティア」が入っているのは

明）

献

矢ケ﨑典隆（1993）：『移民農業−カリフォルニアの日
本人移民社会−』古今書院 .

重要である。もう一つの「日系移民」については，
まとまって論じているのは第 7 章と第 8 章のみで
分量が多くないが，第 1 章と第 9 章，さらに「は
じめに」を読むと，著者の研究の中心課題はあく
まで日系移民であることがよく理解できる。さら
に 1993 年に著者が出版した『移民農業−カリフォ
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