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Abstract  

 

 From the beginning of the twentieth century, Japanese immigrants to Hawai‘i whose 

contracts at sugar plantations had expired moved to the coastal areas of Hilo on the island of 

Hawai‘i, where a number of Japanese towns grew. Numerous studies about Japanese immigrants 

and their descendants in Hawai‘i have been carried out by both Japanese and international 

scholars, but there have been few studies of the Japanese towns in Hilo. One such area was called 

Waiakea town, popularly known as Yashijimacho. Yashijimacho was destroyed in the devastating 

1960 tsunami, and the history of Yashijimacho is kept only by elderly former residents of the town 

in their memories. The motivation for this study was to preserve Yashijimacho’s history, and the 

goal was to examine the lives of Japanese immigrants by focusing on World War II and the two 

major tsunamis of 1946 and 1960. This research found that there was tension between 

Yashijimacho and the other Japanese communities. In addition, Yashijimacho was a multiethnic 

community, and a number of well-known businesses in present-day Hilo were started in 

Yashijimacho. During World War II, life under martial law was difficult in various ways. Finally, 

the tsunamis in 1960, along with the declining sugar industry, damaged Hilo. 

 

1. はじめに 

 

2011 年 3月 11 日に発生した、東日本大震災。被災者の姿や変わり果てた町の様子は、今でも強く

目に焼き付いている。このような自然災害は、誰にでも起こりうる。かつて、海を渡って移動してい

った日本人の中にも、災害に巻き込まれた人々がいる。1906年のサンフランシスコ大地震および付随
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して発生した大火災は、日本人移民集住地域に甚大な被害を与えた。本稿で取り上げるハワイ島で暮

らした日本人移民も、津波や火山の噴火といった自然の脅威にさらされた。 

ハワイ島東部に位置するヒロ市沿岸には、かつてダウンタウンから南に二つの日本人移民町が形成

されていた。一つは、ワイアケア・タウンにあり「椰子島町（Yashijimacho）」と呼ばれ、もう一つは

よりダウンタウンに近く「新町（Shinmachi）」と呼ばれていた。その双方が、1946 年および 1960 年

の津波で壊滅的な被害を受けた。1946年の津波後、町は再建されたが、1960年の津波以降は安全上の

理由から住居建設が禁止された。現在はゴルフコースや公園として利用され、かつて賑わいをみせた

日本人移民町の歴史は、人々の記憶とわずかな先行研究の中にのみ存在している。移民町の記憶を持

つ人々が高齢となり、その歴史が彼らと共に失われる危険性が指摘されるようになって久しい。本研

究では日本人移民町の一つである椰子島町を取り上げ、部分的ではあるが紙面上に復元していくこと

を試みたい。日本人移民・日系人研究の中で看過されてきた椰子島町の日本人移民たちの第二次世界

大戦下および津波被災時の様子を、人々の語りと文献調査をもとに明らかにしていく。 

 

2．先行研究  

 

ハワイの日本人移民・日系人に関する研究は、国内外で膨大な蓄積があるが、ハワイ島に関しては

十分に研究されてきたとは言い難い。そのような中で、以下の研究がハワイ島の日本人移民・日系人

を知る上で非常に参考になった。まず、ハワイ島のプランテーションを中心にした日系コミュニティ

に関しては、Kinoshita(2006)がプナの砂糖きびプランテーションを詳細に調べている。また、コナの

コーヒープランテーションに関しても、研究が行われている（飯島 2008）。ヒロに関しては、島田（2011）

がヒロの短歌結社や詠まれた歌を分析し、日本人移民の文化変容や同化について考察している。さら

に、高木（2008）はヒロ以外の地域も含むハワイ島の一世たちが日本語で詠んだ短歌や俳句から、日

常生活を考察している。他には、小川（2010）がハワイの水産業の発展と日本人の関わりを詳細に考

察した論文の中で、ヒロの水産業について言及している。 

また、村尾（2010）の都市形成の観点からヒロ市沿岸の変容を考察した研究は、津波前の沿岸地域

の移り変わりや津波後の集住地域の変化が明らかになっており、日本人移民のみならずヒロの社会全

体の変容を把握することが可能である。この研究によりヒロの移民町とその近隣地域を俯瞰的に捉え

ることが可能になり、本調査で人々の語る場所を各地域・時代に照らし合わせて追うことが出来た。 

本研究で椰子島町を取り上げたように、各地の日本人町・日本人街に焦点をあてた研究も行われて

きている。例えば、衰退していくサンフランシスコの日本町（佃 2011）や、オアフ島ホノルル市の日

本人街（権堂・大野・稲葉 2003）の保存・維持の試みが報告されている。また杉浦（2011）は地理学

的観点から、アメリカ本土の日本人街の生成やその変容について、理論モデルをもとに検証を行って

いる（2011）。エスニック・ビジネスと集住地域の変容は、ヒロの椰子島町の発展にも共通したものが

見受けられる。しかし椰子島町のように、自然災害による町の変容という事例は検証の対象に含まれ

ていない。 

 

3. 調査 
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3.1 調査対象地域 ・椰子島町（ワイアケア・タウン） 

本稿で取り上げる椰子島町（Yashijimacho）と呼ばれ親しまれた日本人移民町は、ワイアケアと呼

ばれる地域に形成され、ワイアケア・タウンというのが正式な呼び名である。ヒロ市の発展は、沿岸

北部のダウンタウンから始まり、プランテーションでの労働契約が終了した日本人移民も沿岸地域に

移り住むようになった。その後、ダウンタウンを南へ下った地域に、多くの日本人が集住するように

なった。まず、ワイアケア地域に椰子島町が形成された。その後、椰子島町の北側にあるワイロア川

を挟んで、北はダウンタウンまでの地域にも日本人が多く暮らすようになり、その地域は新町

（Shinmachi）と呼ばれた。 

 

3.2 調査方法インタビュー 

本調査では、実際に日本人町で暮らした経験があるか、あるいはそれらの地域に詳しい日系二世・

三世を対象に、オーラル・ヒストリーインタビューを行った。筆者は、2003年 5月より 2015年 3月

まで定期的にハワイ島ヒロを訪れ、文献調査およびインタビュー調査を行ってきた。幸運なことにハ

ワイ島ジャパニーズ・センターの協力を得て、ヒロ滞在時には日系コミュニティで生活しながら調査

を行うことが出来た。本稿では、インタビューに協力してくれた方々の中から、以下の椰子島町に関

連の深い２名および新町出身の１名の語りを紹介していく。 

・Ｓ氏:1918年生まれ、新町出身。一世の父と日系二世の母を両親に持つ。第二次世界大戦は、第 100

大隊の一員として従軍。戦後ヒロに帰還し、1946年の津波で被災した。 

・Ｕ氏:1923 年生まれ、椰子島町出身。両親は山口出身で、母が雑貨店を営み、父は船大工。日系二

世。 

・Ｙ氏：1930年生まれ、広島出身の一世の父と日系二世の母を両親に持つ。高校の時から、ヒロダウ

ンタウンに暮らした。1946年の時はすぐに避難して無事であったが、1960年時には新町に住んでおり、

家ごと流されたが、無事に生還した。 

インタビュー調査は継続してきているが、日系二世・三世の高齢化が進む現在において、移民町で

生まれ育った方や津波被災者など、調査対象者に出会うことは益々難しくなってきている。そこで本

稿では、ハワイ大学のオーラル・ヒストリー・センター（Center for Oral History）に収集されてい

るインタビュー・データ 1も使用し、より包括的に移民町の様子を捉えることを試みたい。 

4. ヒロ市の発展と日本人移民 

 

ハワイ島の先住ハワイ人社会に大きな変化をもたらしたのは、1823年以降始まった継続的な宣教師

の上陸である。やがて、ヒロの港も小規模ながら捕鯨船の中継地点としても利用されるようになった

(Oaks 2003,49-59)。その後、砂糖やコーヒーの栽培が始まり、その拡大と共にプランテーションで働

く移民たちがやってくるようになる。プランテーションでの契約終了後、上述したように日本人移民

の中にはヒロ沿岸に移動し、建築・土木関係や港での荷の積みおろしの仕事に就く者や、飲食店や商

店を始める者がいた。 

1895年にヒロ電機会社が設立されたことで電気の供給が開始し、同年上下水道も整備された（大久

保 1971,103）。1899年にオーラア製糖会社およびプナ製糖会社が営業を開始し、ヒロ鉄道会社設立さ

れた（Nakamura&Kobayashi 1999,23）。これら鉄道や防波堤の建設に携わるため、多くの労働者がヒロ
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に集まってくるようになった。ヒロ市の都市整備は着々と進み、道路が改良され、住宅の建築も進ん

だ（大久保 前掲書,105）。1910 年から 1940 年にかけて、ヒロ市の日系人人口は急激に増加し、ヒロ

市全体の人口の常に半数以上を占めた（飯田 2003, 18）。1900年以降急速に発展するヒロ市に対し、 

将来の人口増加にも対応できる都市作りを目的として、1941年には都市計画（マスタープラン）が作

成されていた（村尾 2010,14）。 

 

図表 1 ヒロおよび椰子島町社会史年表 

 

5. マルチ・エスニックな日本人町―椰子島町 

西暦 主な出来事 

1879 ・ワイアケア製糖工場運行開始 

1889 ・ワイアケア小学校設立 

1895 ・電気供給開始 

1899 ・ヒロ鉄道開通 

1901 ・Konan 小学校（椰子島小学校の前身）設立 

1904 ・椰子島日本語学校設立 

1907  ・ヒロ水産株式会社設立 

1908 ・防波堤の建設開始 

1916 ・Ｋ Taniguchi 商店設立 

1924 ・Waiakea Pirates Athletic Club 設立 

1929 ・防波堤完成 

1941 ・都市マスタープラン発表 

・第二次世界大戦勃発－戒厳令が敷かれる－日本語学校閉鎖、日本人の漁業停止、灯火管制等 

1946 ・Cafe100 開店 

・4/1 アリューシャン地震津波 96人/ ・ヒロ鉄道閉鎖 

1947 ・ワイアケア製糖会社閉鎖 

1948 ・津波警報システム運用開始 

1949 ・太平洋津波警報センター設立 

1952 ・11/5  カムチャッカ地震津波 

1957 ・3/9  アリューシャン地震津波 

1960 ・5/23  チリ地震津波/ Hawaii Redevelopment Agency 設立  

1964 ・3/27 アラスカ地震津波  

1965 ・KAIKO’O プロジェクト発表 

1975 ・ハワイ地震津波  

1994 ･ The Pacific Tsunami Museum 開館 

2007 ・EnVision Down Town Hilo 2025 公表   
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 日本人町の椰子島町は、当然ながら住民の多くが日本人であったが、「マルチ・エスニックで肉体

労働者のコミュニティ」2（Nakamura and Kobayashi 1999, 69）とされ、中国人、先住ハワイ人、フ

ィリピン人も住んでいた。椰子島町の地図に出てくる店舗名も、日本語や英語名に加えて、中国系の

名前が確認できる。 

 

5.1 二つの日本人町の距離 

椰子島町は、ダウンタウンや新町に比べて比較的貧しい地域であった。同じ日本人が多く住む地域

であっても、新町はダウンタウンの一部であり、椰子島町にはない「町」の性質を持っていた。その

社会的・経済的な格差が、それぞれの日本人町に暮らす人々の間に微妙な緊張を生んでいた。椰子島

町出身の若者は、“furyoushonen”（不良少年）と呼ばれ、1920年代当時は椰子島町の若者はヒロのス

ポーツ・クラブから敬遠されていた（Nakamura and Kobayashi 1999,3）。 

偏見に苦しめられた若者への救済策として、1924年に椰子島町の住人が中心となり、ワイアケア・

パイレーツ・アスレチック・クラブが同年設立された（前掲書, 3）。野球やアメリカン・フットボー

ルなど、様々な球技チームが結成され、トーナメント方式の試合に参加しては快進撃を続けた(前掲書, 

5-16)。またこのクラブは、設立当初より日系だけでなく、ワイアケアに暮らす非日系の人々にも門戸

を開いていたことも前述のマルチ・エスニックなコミュニティであったことを示している。 

華々しい活躍を続けたクラブであり、インタビューで試合を観戦にいった話、その賑やかな様子を

人々は口々に語った。しかしながら、所属した若者の多くが第二次世界大戦に従軍して命を落とした

り、津波で被災したり、椰子島町を襲った過酷な日々と結びついている（前掲書,4）。 

 

5.2 漁業の町－Suisan の出発点  

椰子島町には、山口県出身の漁業関連者が多く移り住んでおり、漁業や漁に必要な船を作る船大工

として働く人が多く住んでいた。1907 年に山口県・沖家室出身の松野亀蔵と同郷の北川磯次郎 3が中

心となり、ヒロ水産株式会社が設立した。この会社は、ヒロに 80名ほどいた「日本人漁業者、魚仲介

人、小売り商人たちの活躍の集大成」（小川 2010,43）と評されるほどに、ヒロの水産業の中心となっ

ていた。現在は、ヒロ水産会社（Suisan Company, Limited）として、鮮魚を含めた広く食品の流通を

担っている。松野は水産業への功績により勲六等瑞宝章を受けており、その貢献の大きさを伺い知る

ことができる（土井 1980, 152）。また、北川は I.Kitagawa & Company, Ltd.という会社を起こし、

漁業に必要な道具から後に漁船に必要なガソリンまで扱うようになった 4。第二次世界大戦下では、

日本人は漁に出ることが許可されなかった。漁師の多くが日本人であったヒロでは水揚げが激減した

ため、戦時中はコナ方面から魚を仕入れることで営業を続けた（Nakamura and Kobayashi 1999, 38）。

戦後、ようやく漁業開始の許可を得た矢先に、1946年の津波に襲われた（Suisan EST.1907）。 

 

5.3 椰子島町から始まった KTA と Cafe 100  

ヒロ水産会社以外にも、椰子島町で始まり今日でも戦争や津波を乗り超え、経営を続けているビジ

ネスがある。その中でも、椰子島の歴史を今に伝える役割を果たしている KTAとCafe 100を紹介する。

KTA は、ハワイ島全土に店舗を構えるスーパーマーケットがある。その始まりは、Taniguchi 夫妻が
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1916年に椰子島町で始めた K.Tanigushi 商店という雑貨屋であった。日本人だけでなく、近所に暮ら

す先住ハワイ人やポルトガル人宅も戸別に訪ねて注文を聞くサービスを行っていた。日系人ではない

人々にもこのサービスを行っていたため、そのつながりが現在においても活きており、他の大型店舗

で買い物せずに、KTAを「ローカルの店」として支えようとする地元住民が多く利用している 5。 

また、Cafe 100 というロコモコが有名なテイクアウト専門の飲食店があるが、この店は 1946 年に

Miyashiro夫妻によって椰子島町で始まった。Cafe 100という名前の由来は、Miyashiro氏が 1946年

に第 100大隊の一員として従軍したことにある。「生きて帰れたら、レストランを開く」と同じ第 100

大隊にいたＳ氏に語っていた 6。1960 年に移転して開店したばかりの店は、津波の大打撃を受けて崩

壊した。その後、再び移転して店を再開し、現在でもローカルの人々に親しまれている。 

これらの店は現在でも存在しているため、人々が椰子島町を語るときに必ず言及される。また経営

者側もハワイ社会の中で自分たちの立ち位置を示す時、特に他の競合する店との違いを示す場合にお

いて、椰子島町や津波の話が語られるのである。 

 

６. 第二次世界大戦下での暮らし  

 

6.1 戒厳令が敷かれた町 

 第二次世界大戦は、アメリカ本土に暮らした日本人移民・日系人にとって過酷な試練となった 7。

西海岸に暮らしたほとんどの日本人・日系人が鉄条網に囲まれた強制収容所に送られ、また日系二世

の若者たちはアメリカへの忠誠を示すために従軍を志願した。一方、ハワイでも日系コミュニティー

ダーや危険人物とみなされた新聞記者や漁業者など拘束され、本土やハワイの収容所で拘留生活を余

儀なくされた（島田 2004；小川 2013）。しかし、アメリカ西海岸の日本人・日系人とは異なり、ハ

ワイで拘留された人々は全日系人の１％程度に過ぎず（小川 2013, 106）ほとんどの人々は住み慣れ

た家で生活を続けることが出来た。そのため、ハワイの日本人移民・日系人はアメリカ本土と比べて、

比較的穏やかな体験であったと位置づけ、ハワイだから「何も困らなかった」と語る人もいた。 

しかし、その「何も困らなかった」生活は戒厳令下での暮らしであり、日本語の使用の禁止、18時

以降の外出禁止、灯火制限など様々な制限が課せられていた（前掲書, 111）。椰子島町には、商店・

飲食店・映画館の他にも教育施設、宗教施設、レクリエーションのための公共施設など、日系の子供

たちが日本語・日本文化を学ぶ拠点が幾つも存在していた(Nakamura and Kobayashi 1999, 43-54)。

しかし、戦争勃発以降日本語の使用が禁止されたため、日本語学校も閉鎖され、椰子島町にあった椰

子島日本語学校もアメリカ軍に没収された（前掲書, 43）。この日本語学校の隣には、ワイアケア・ソ

ーシャルセトルメント(Waiakea Social Settlement)という施設があり、戦前は剣道の稽古場所として

使用され、料理教室や裁縫教室が開催されていた（前掲書,49）。戦時中様々な施設が没収され、軍関

係者の駐屯地として使用されたが、このワイアケア・ソーシャルメントもその一つであった。当時の

町の緊張感について、Ｕ氏は以下のように語った。 

 

 

 

抜粋１- Ｕ氏 8 
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「あの、（戦争に）行ってた兵隊さんなんか、休みにここに来るでしょ。目がね、あっち行ったり、こっ

ち行ったりしてね、落ち着かないの。（略）So, mother がね、“come inside, come inside” 行くな、言

うんですよね。あの、兵隊さんが、うちの前に、Waiakea Settlement言うて、あったんですよ。Waiakea Social 

Settlement、みんなが、子供達が行って、なんか教育するような。（略）そこへ、みんな兵隊さんが入って

るんですから。出るな、言うんですよね。（略）Because, ah, 娘だから。」 

 

女性に限らず、トラブルを避けるために、兵士と地元の一般市民は互いに距離を保っていた 9。特

に、若い娘を持った親たちは、娘が駐屯している兵隊と親しくならないよう警戒した。実際、ヒロの

町では女性が兵士から暴行を受けたり、殺害されたりする事件が発生していた 10。 

 

6.2 葛藤する日本人移民家族 

椰子島町に暮らしたＵ氏の兄は、第 442 連隊戦闘部隊（The 442nd Regimental Combat Team）とし

て出征していた。無事に帰還することを祈り、写真を立て、陰膳をして過ごしていたという。時折届

く便りで、「これを書いた時までは、生きていたんだ」と胸をなで下ろしていたという。また、第 100

大隊の兵士として、ヨーロッパ戦線に赴いた経験のあるＳ氏の語りから、一世と二世間の葛藤を垣間

見ることが出来た。 

 

抜粋 2-Ｓ氏 11 

「わしゃあ、あんまり話せんのよ。Houseで、の？あまりうちの Houseでね、戦争のこと問わん、わしも言

わん、ね。（略）Yeah,わしのおじさんがね、ちょっとやかましかったよ。問うのよね、今戦争はどうなっ

とる、言うて。わしがね、アメリカの兵が Philippine Island に上陸した言うたら、腹たってね、そんな

ことない、言うてね、だから、わしね、一つも my father, my uncle 話さん。どっちが勝った、どっちが

負けた、一つも教えん。口に出さん。いっぺん、あんな経験があるからね、自分らの心の中ね。うちの

brother-in-law は経験がないからね、口にだしてね、叩かれるんよ。」 

 

Ｓ氏の語りは、戦時下の日本人移民家族が置かれた、複雑な環境を如実に伝えている。多くの戦友

を失いつつ、Ｓ氏は奇跡的にヒロに生還した。下記は、帰国後のヒロでの忘れられないエピソードと

して語ってくれたものである。 

 

抜粋 3-Ｓ氏 12 

「戦争がすんでね、一人のおばあさんが道に座っとったんよね。『本当に日本が負けたんですか？』言うの

よね。ああ、わしも、すっと立って、『そうらしいですよね』言うて、すっと、たたたって、行ってしもう

た。ね、めんどくさい。ね、可哀想なよね。自分らあね、あの人らあの身になったら、わかるよね。どん

なに、苦しいか。それに、今まで日本負けたことない、eh? 日露戦争とか、日清戦争とか。」  

 

当時日系コミュニティには、日本の敗戦を受け入れられない人々がおり、日系二世であるＳ氏はそ

の苦しみを理解していた。Ｓ氏の父や叔父、また抜粋 3に出てくる女性は、日本人移民を代表するも

のではないかもしれないが、当時のヒロに暮らした日本人移民の葛藤を伝えるものである。 
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インタビューを開始した 2003 年当初、戦争の体験については「困らなかった」という言葉を返す

人々が多かった。しかし、ヒロに何度も訪れ、年月をかけて人々と交流してうちに、徐々に不安や葛

藤の日々をポツリ、ポツリ、と語ってくれた。長い時間が経過したあとでも、今なお彼らが抱えてい

る、戦争の記憶が持つ重みと日系人ゆえの苦しみを感じずにはいられなかった。 

 

 7. エープリル・フールズ・ディの津波 

 

前述したように、戦争については口をつぐむ人も多かったのだが、一方で津波に関し

ては、誰もが自らの経験を口々に語ってくれた。それは、人種や社会的地位に関わらず、

ヒロの沿岸地域に暮らした人々に等しく生命の危機であったからではないだろうか。 

1946 年4月1日、午前7時ヒロ市沿岸を津波が襲った。アラスカ沖大地震から発生した波が、ハワイ

に向けて押し寄せてきていたのだ（Dudley and Lee 1998,1-3）。ヒロでは96名の死者を出し、ハワイ

州全体で159名が犠牲となった。遺体の回収ができたのは、115人だけであった。当時、ヒロに暮らし

た日本人移民は、戦争の影響を引きずりながらも、新しい生活を始めようと奮闘していた。ヒロ水産

会社では、戦時中に禁止されていた漁業の許可がおり、操業を再開する矢先のことであった。津波に

よって、ほとんどの漁船が破壊され、操業開始は再び遠退いた。K. Taniguchi 商店は、津波で流され

たが、1939年に開店したダウンタウンの二号店で、営業を続けることができた。 

1946 年の津波では、椰子島町よりも新町周辺での被害が大きかった。戦後ヒロに帰還したＳ氏は、

故郷の新町で暮らし、戦前と同じ職場で働いていた。4 月 1 日に津波が来たときは、新町の仕事場に

いた。Ｓ氏は、近くの工場の二階に避難して無事であった。新町付近にいた人のうち、難を逃れた人

の多くが、この工場に避難していた。当時の新町一帯の建物の多くが木製だったが、この工場はコン

クリート製であったため頑丈であった。また、この日に限って従業員が早朝に鍵を開けていたという

幸運も重なった。避難した人々は、工場の二階から高さ 10メートルもある波が町を襲う様子や力つき

て流されていく人を目撃した。工場では、高齢の日本人を中心に人々が集まり、跪いて祈りを捧げて

いた光景が目撃されている（Dudley and Min1998, 23）。あまりの惨状に、工場に避難しなかった人々

は絶望視されていたほどであった（Hawai‘i Tribune Herald,22 March.2000）。 

Ｓ氏は、両親と甥と姪の 4名を失った。もう一人の甥は、津波に飲み込まれそうになっていたとこ

ろをフィリピン人の男性が救出してくれた。 

 

抜粋 4-Ｓ氏 13  

「うちの親は二人亡くなった、お父さんとお母さん亡くなったよ。（略）それで、うちの姉が隣におった

よの、姉は two, one boy, one girl 亡くなった。（略）家はね、津波がきて、そのまま家を。（略）持って

った。家をね、川の真ん中に。川がある,eh?（略）そして、水がだんだん来るでしょうが、どうしても出

んといけんからね。こんだあ、window壊して、そこから出るときに、三つの girlがおったの。自分が離さ

んかったら、泳げれんから離すよの。出て、で、あの girlは亡くなったよのね。で、自分は助かったのよ。

で、one, Philippineの boyが飛び込んで、助けてやった。丁度、あすこは、橋があるね。（略） うちの親

父はね、一か月、no, 一週間わからんかったんよね、死骸が川の向こう行って、そして、家がその死骸の

上に、だから。（略）だから、家を壊すまでわからん。で、うちのお父さんがね、うちの隣の、sister の
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boy を着物の中に、この中に入れる,eh? boy の死骸は、へりにあったよ。でないとわからん、一週間も経

ったら、体がこうなる、eh?」 

 

Ｓ氏が語るように、津波は建物や人を飲み込んでは、ワイルク川に引っ張っていったようだった。

津波後、行方不明者がワイルク川で発見されると、誰も回収しに行きたがらず、囚人に行かせていた

という生々しい話も残っている 14。行方の分からなくなった家族・友人の安否を確認する作業は、非

常に残酷であった。ダウンタウンでは腐敗を懸念して製氷会社に遺体が収容されたが、椰子島町では

キロハナ通りに並べられただけであった。Ｓ氏は、このキロハナ通りに遺体の確認に行き、近所住人

の変わり果てた姿を見た。当時の新聞には犠牲者の名前が掲載されたが、その中にＳ氏の名前も誤っ

て入っており、現場の混乱ぶりが伺える。 

1946年当時、津波警報装置システムや避難方法が未整備だったことから、多くの犠牲者を出したと

指摘されている。1946 年以前より津波は発生していたが、大きな被害を出すことがなかったために

人々の警戒心は薄かった。1946年の津波では、波が引く様子を見に行ったり、浅瀬で飛び跳ねる魚を

捕まえに行ったりして、逃げ遅れた人々がいた。また、「4月 1日」に発生したことから、エープリル・

フールの冗談として警告を本気に取り合わなかった人々もいた。Ｕ氏も、エープリル・フールの冗談

だと思いすぐに避難しなかったと言う。しかし、波が来た時には車に乗っていたため、すぐに逃げる

ことができ無事だった。 

500軒あまりの民家や商店が全壊し、数千もの建物が損害を受けた。被害額はおよそ 2600万ドルと

推定されている。鉄道、防波堤、波止場といったヒロの産業の中心となっていた施設に大損害を与え

た。被災した人々は、親戚の家や公的なシェルターに身を寄せ、互いに助けあった。津波後、カメハ

メハ通りから海岸にかけての地域は、オープン・スペースおよび駐車場としてのみ使用が許可された。

防波堤建設の計画もあったが見送られ、居住施設も高台に移動したが、一部が海岸沿いに戻ってくる

と、津波への対策が十分に取られないまま以前と同じ地域に町が再建されていった（村尾 2010,14）。

1948年から津波警報システムが採用され、その成果として 1952年および 1957年に再び津波が押し寄

せてきたときには、一人の犠牲者も出さなかった(Dudley and Lee 1998,105-106)。 

 

7. 椰子島町最後の日 

 

1960 年 5月 21日の朝 6時および 22日午後 3時すぎ、チリで地震が発生した。22日の地震により

津波が起こり、他の沿岸地域を次々に襲いながらハワイ島にも接近してきた。ヒロ沿岸を直撃したの

は、23日の未明のことであった。ダウンタウンから新町にかけての沿岸地域だけでなく、椰子島町も

壊滅的な被害を受けた。ヒロで 61名の命が失われ、住居 229棟、商業施設 509棟が被害を受けた。家

を失った 215世帯もの人々が、避難施設に身を寄せた（Dudley and Stone 2000,41）。 

1946年以降ヒロに到着した津波による被害は小さく、人々の警戒心は再び薄れていたところであっ

た。また、当時津波警報が誤って発令されるケースが頻繁にあり、誤報だと思っていた人が多かった。

さらに、新しい警報システムが導入されたばかりで、警告の意味が浸透していなかった。旧システム

では 3回目の警報で避難を意味したが、新システムでは 1回目で「すぐ逃げろ」に変更となっており、

多くの人々が 2回目の警報を待っていた(Dudley and Lee 1998, 144-145)。 
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当時、新町で妻とまだ 2 歳にならない幼い娘と暮らしていた Y 氏は、「波は小さい」と告げるラジ

オ放送を信じて家で待機していた。避難しようとしたときには時すでに遅く、家ごと流された。次の

波が到達する前に家から脱出する必要があったが、流れ込む水の勢いが激しく閉じ込められてしまっ

た。まだ幼い娘の目と口と鼻をふさぎ、一緒に水中を潜りぬけたと語ってくれた。 

 

抜粋 5-Y氏 15 

 The wave hit the Waikea Power Plant, one time all everything went to black. (略)So, the Filipino 

man said “Run” he said, “wave is coming”, so my wife had a baby, our daughter, and she was 

gonna go out from the backdoor, so pulled back-in, opened, and water taken the steps 

(outside)already. So we stayed inside, and then, front side kinda broke, so water started coming 

in yeah? (略)Only one big wave came, all places were kinda low, yeah? The canal over there, 

so the water go slowly up, so our house was moving already. So if you don’t get out the house, 

if another wave come, it would smash us all yeah.（略）So I went down the water nearby roof 

and I went back in and told my wife, you gotta go, so she went out and my daughter, she was 

18 month, and just closed her eyes, closed her nose and mouth, and went. She just hold her breath 

when going down.   

 

Y 氏は、家から脱出したあと、マンゴーの木の上に妻と娘を残して、自動車の明かりを頼りに近隣

の高齢者の住んでいた家に救出に向かったという。被災した地域には、被災直後から軍だけでなく地

元の有力業者が大型車両を提供するなどして、がれきの処理・被災地の清掃が始まった。被災者には

家具・家電が支給され、貯蓄がない人には経済的な援助が与えられた。地元の仏教系の婦人会による

炊き出しが行われ、当時の新聞には募金者の名前が確認できる。がれきをかき分けて、人々は流され

てしまった持ち物を探した。助け合う人々がいた一方で、被災者でもないのにがれきの中から“戦利

品”16 を探す人たちもいた。また、家主や店主が避難して無人の家屋や商店が盗難の被害にあわない

ように、町には警官が出て人の往来を制限するなど対策が取られた 17。 

津波から約一週間後、Hawai‘i Redevelopment Agency が設立された。将来の津波に対する対策が

取られ、KAIKO‘O Project という復興計画が打ち出された（村尾 2010,15）。1965 年より開始された

この計画に従い、椰子島町、新町、そしてダウンタウンの一部は、ゴルフ場や公園へと姿を変えた。 

将来の津波に対して万全の対策が整備されたが、一方で町の活気を取り戻すことは出来なかった。

津波による甚大な被害は、徐々に衰退しつつあった砂糖関連ビジネスに追い打ちをかけた。経済的基

盤を失う危機に、天文台の誘致などの対策が取られた（Oaks 2003,130-131）。しかしながら、60年代

以降急速に傾いていった砂糖関連ビジネスと共に、ヒロの経済は沈み人口も減少していった。砂糖プ

ランテーションには最適であった恵みの雨が災いし、ハワイの主要産業である観光業もヒロでは成功

しなかった。 

  

8. まとめと課題 

 

本稿では、ハワイの日本人移民・日系人研究の中で、看過されてきたハワイ島ヒロの椰子島町を取
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り上げた。二度の津波によって、椰子島に住む人々は、家族や家を失い、特に 1960年の津波では椰子

島町そのものが永遠に失われた。しかし調査を通じて、日本人移民町でありながら、同じ地域に非日

系以外の人々も共に暮らしていた側面や、また一枚岩と思われがちな日系コミュニティにおける微妙

な関係性も明らかになった。「困らなかった」第二次世界大戦下での暮らしが、戒厳令が敷かれた厳

しいものであり、また日本人移民ゆえに家族間での葛藤を抱えていた姿も浮き彫りになった。さらに

彼らに追い打ちをかけることになった戦後すぐの 1946年の津波、そして椰子島町だけでなく新町も姿

を消すことになった 1960年の津波は壊滅的な被害をもたらした。その爪痕は、当時のヒロだけではな

く、ヒロのその後の経済や社会にも大きな影響を与えたのである。 

 今回は、文字だけで使って椰子島町の歴史をつづってきたが、今後は作成中の移民町の地図と共に、

新町やダウンタウン地域も含めて、さらにヒロ市沿岸の日本人コミュニティでの人々の暮らしを明ら

かにしていきたい。特に、第二次世界大戦中のヒロを重点的に調査し、戦時下における日系と非日系

の人々の交流、日系コミュニティとヒロに駐屯した軍関係者との関係、そして戦争特需に沸いたダウ

ンタウンの様子を中心に考察したい。また、今後の研究にも、アーカイブとしてすでに収集されたイ

ンタビューを活用していくことを考えている。 
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