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６．６．６．６．在トロント日本国総領事館在トロント日本国総領事館在トロント日本国総領事館在トロント日本国総領事館    

 【訪問日時】 

平成２８年５月７日（土）１１：００～１２：００ 

 【訪問場所】 

  カナダ トロント 

在トロント日本国総領事館（総領事公邸） 

 【対 応 者】 

総領事  中山 泰則氏 

首席領事 吉本 徹也氏 

 【調査目的】 

カナダ及びオンタリオ州の概要、カナダの経済概況、日系企業活動について 

 

＜中山総領事と視察団＞ 

 

＜経済概況，日系企業活動等の説明＞ 

 

【視察要旨】 

冒頭、中山総領事から、カナダの国家概要について説明を受けた。 

国土は、総面積が約 1、000 万㎢で、ロシアに次いで世界で 2 番目に広い。 

人口は約 3、550 万人で、そのうちオンタリオ州とケベック州の両州で総人口の約 60％

を占めており、人口のほとんどは、アメリカとの国境に沿って居住している。カナダ最

大の都市は、トロント市で人口は約 280 万人、北米第４の都市である。大トロント圏で

は 605 万人もの人口を擁する。その他の主要都市としては、モントリオール市 163 万人、

バンクーバー市 58 万人となっている。在留邦人はカナダ全体で約 6.3 万人で、在留邦人

とは別に日系人が約５万人在住している。 

カナダは 10 州と３準州で構成され、議会制民主主義に基づく立憲君主制の連邦国家で

ある。公用語は２つあり、英語と仏語となっている。なぜ２つの公用語があるかと言う

と、16 世紀、最初にカナダに入植したのはフランス人だったが、次第にイギリス人も入

植しはじめた。その後、18 世紀に英仏戦争が起こり、フランスが敗れ、カナダはイギリ
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スの植民地になったが、イギリスは植民地政策上、これまで仏語が使われていた地域に

おいては、その使用を引き続き認めざるをえなかった事情があり、現在の公用語 2 か国

語体制となった。国連などの国際機関の演説においても、英語・仏語を交互に話さなけ

ればならない決まりになっており、また公務員は英語と仏語の両方を話せることが必須

となっているなど、カナダの国柄を表している。 

民族構成は全人口の 20％が移民であり、最初はヨーロッパからの移民を積極的に受け

入れて国土の開発を図ってきたが、昨今はアジア・中東出身者が移民人口全体の 58％と

最も大きい割合を占めている。 

日系人も 1870 年代に西海岸のバンクーバーに移民してきたが、戦争中に敵性外国人と

みなされ、強制収容所に入れられるなどの不幸な歴史があり、戦後も日本に帰るかロッ

キー山脈の東側への移住を強要され、その結果、多くの日系人がトロントに移り住んだ。 

一人あたりのＧＤＰは約５万ドルで世界第 17 位（日本は約３万２千ドルで世界第 26

位）。カナダの一人当たりのＧＤＰが高い理由は、豊富な地下資源に依存するところが、

大きいが、政治の安定、経済及び人口の拡大、更には科学技術の水準も高いため、更な

る発展の可能性も大きいと目されている。また、日本と共通の価値観を有する民主主義

国家であり、人権、自由及び法の支配という意味では、Ｇ７のなかでも優等生といえる。

このようなことから、日系企業の優良な投資先になっており、現在、約 750社がカナダ

に進出している。 

天然資源については、原油、天然ガス、ウランをはじめ、亜鉛、タングステン、モリ

ブデンなど多様で豊富な資源を持つ。ちなみに、日本はウランを全量輸入に頼っている

が、そのうちカナダからの輸入が約３割を占めており、それ以外にも銅や石炭など多く

のエネルギーや鉱物資源を輸入している。 

日本とカナダの関係は、全般的に良好で、先述のように価値観を共有するアジア太平

洋の重要なパートナーである。2009年に天皇皇后両陛下がカナダを公式訪問されるなど、

議員交流、政府要人の往来ともに活発で、トルドー新政権が昨年 11 月に発足した後も、

短期間に首脳会談を２回、外相会談を３回実施するなど、密接な関係を構築している。 

貿易関係は相互補完的である。カナダから日本への輸入は原材料・農産品が中心、カ

ナダへの輸出は自動車や工業製品が中心となっている。また、カナダ西部に豊富な天然

ガス田があるが、これを液化天然ガスに加工して、太平洋海岸側や日本へ輸出する計画

も動いているようである。 

トルドー自由党政権の特徴は、44 歳と大変若い首相であること、首相を除く閣僚 30

名のうち女性が 15名と半数を占めており、また、シーク教系４名、障害をもっておられ

る方２名、先住民２名を含むなどカナダの多様性を反映している。また全州から閣僚を

選出するなど地域バランスにも配慮して組閣がされている。 

トルドー政権の外交方針については、外交政策の基本に多国間主義を置くことを表明

している。カナダでは、伝統的にバランスを重視する積極的マルチ外交をカラーとして
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いたが、保守党前政権は、アメリカとの関係を重視するタカ派的な外交を基軸としてい

たため、カナダ本来の外交方針へと回帰したと言える。 

対東アジアについては、通商政策の重点国として中国とインドに言及している。対中

国外交の詳細方針はまだ明らかではないようだが、経済界を中心に中国との関係を強化

すべきとの要求もあり、中国との比重が前政権よりも高くなるのか否か注視していく必

要がある。 

対ロシアについては、前政権はロシアのクリミア占領に対して、100 万人を超えるカ

ナダ国内のウクライナ系住民の存在を背景に、ロシアの行動を強く非難する強硬な姿勢

を示していた。しかし、トルドー政権は、対露制裁は維持するとしつつも、前政権の空

疎な対露政策をやめ、ロシアと建設的に関与しつつ外交関係を再構築していくこととし

ている。 

続いて、オンタリオ州の概要であるが、州都はトロント市、人口は 1、285 万人でカナ

ダの総人口の約 38％を占めており、カナダの 10 州・３準州のうち最大である。州人口

の殆どが州南端部の工業・農業地帯に集中し、広大な北部地方は先住民族の住む過疎地

帯となっている。大トロント圏の約 605 万人のうち、約半分は外国生まれである。(南ア

ジア系 80 万人、中国系 60 万人、比系 40 万人、韓国系 14万人、日系は 1.8 万人)。この

ように移民が多いが、国民皆保険制度も整備されており、最低賃金も時給約 20 ﾄﾞﾙと高

く、失業率も高くない。移民として受け入れる際は厳しい審査を受けるが、受け入れた

以上は、国として最低限の保障制度が構築されており、アメリカのように貧富の格差が

大きな社会問題になるということはないようである。 

   政治制度は、州首相がオンタリオ政府の長となり、州議会は一院制。 

前述の通りカナダといえば、石油・ガス等エネルギー資源のイメージが強いが、オン

タリオ州の産業構造は全く異なっており、エネルギー資源は産出せず、金融、保険サー

ビスや自動車、航空機等の製造業が基幹産業となっている。ＧＤＰで見てもオンタリオ

州はカナダ全体の約４割を占めるカナダ経済・金融の中心地である。なかでも、輸出入

品目はいずれも自動車、自動車用部品関連産業が第 1、2位を占め、北米市場に隣接して

いることから、州経済はアメリカへの輸出に大きく依存しており、アメリカのデトロイ

トの自動車産業のサプライチェーンにも完全に組み込まれている。デトロイト３（ＧＭ、

フォード、ＦＣＡ）だけでなく、日系メーカー（トヨタ、ホンダ、日産）も生産工場を

置いており、付随して多くの関連部品工場が所在している。日系企業は、自動車産業を

はじめ製造業を中心に 257 社が進出、このうち 117 社がトロント商工会の会員企業とな

っている。 

2015 年にはトヨタが約 59 万台を現地生産し、デトロイト３以外のメーカーで初めて

カナダ最大の自動車生産メーカーとなった。ホンダも約 38.5 万台を現地生産しており、

雇用面も含めカナダ経済へ多大な貢献をしている。ちなみに、トヨタの人気車種にレク

サスがあるが、海外での生産はオンタリオ工場のみであり、またホンダの人気車種シビ
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ックを生産するオンタリオ現地工場を世界のリーダー、模範工場として位置付けており、

現地の生産体制がいかに優秀かを表している。 

自動車関連産業のみならず、急激な人口増加による公共交通機関などのインフラ整備

が喫緊の課題であるトロント大都市圏にとって、日系企業の各種インフラ整備事業への

参入も期待されている。 

オンタリオ州と日本との貿易関係を見てみると、日本はオンタリオ州にとって第６位

の輸出相手国、第４位の輸入相手国となっており、2014年の対日輸出額は、19.8億ドル

で、主な輸出品は大豆、航空機、医薬品、輸入額は 88.5億ドルで、主な輸入品は自動車、

自動車用部品となっている。 

最後に、日本の自治体からの物産展等のアプローチについては、ＪＥＴＲＯが中心と

なって行っているが、地方自治体からの個別アプローチによるイベントはそれほど多く

ないかわりに、本年６月には「カンパイ！トロント」という日本各地の蔵元が参加する

一大日本酒イベントが開催される。大トロント圏には約 750軒の日本料理店があり、日

本食や日本酒に関心が高くなっており、総領事館においても花見のイベントを開催する

際に、日本料理とともに日本酒を提供しＰＲに努めたり、農水省が現地の古株日本料理

人を日本料理親善大使に任命するなど官民が一体となっての普及活動を頻繁に進めてい

るようだ。トロントでは、本物を評価する下地があり、しっかりしたモノを持ち込めば

現地で十分受け入れられると中山総領事は断言された。官民一体となった日本食や日本

酒のＰＲを実施する大トロント圏へのアプローチは、一考の余地があると考える。 

また、毎年 12 月に、天皇陛下の誕生日レセプションを各国の在外公館で開催しており、

このレセプションを利用して各地域の物産等を紹介することもできるそうで、各自治体

からの要望（どのような物産をどこの在外公館で紹介してもらいたいか）は外務省で取

りまとめをしているそうである。外務省を通じたこのような催しを活用して、希望国へ

のアプローチを図ることも重要である。 
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７．オンタリオ広島県人会７．オンタリオ広島県人会７．オンタリオ広島県人会７．オンタリオ広島県人会    

 【訪問日時】 

平成２８年５月７日（土）１５：３０～１７：３０ 

 【訪問場所】 

  カナダ トロント オンタリオ本願寺会館 

 【対 応 者】 

会 長 グレン高崎氏 ほか 

 【調査目的】 

オンタリオ広島県人会の現状について 

 

   ＜視察団の紹介＞ 

 

＜親睦会の様子＞ 

 

【視察要旨】 

訪問会場のオンタリオ本願寺会館玄関の表札には、漢字で本願寺会館の看板が掲げら

れており、まるで日本にいるような雰囲気のなか到着した。 

視察団が訪問したこの日は、年に１度の定期総会開催日となっており、総会が無事終

了し、ちょうどカラオケなどの親睦行事が行われていた所にお邪魔したが、行事を中断

いただき、私たち訪問団は、心からの歓迎で出迎えていただいた。 

   その後、視察団が一人ずつ、自らの出身地などの自己紹介を行った。 

広島県人会の設立は、1906 年(明治 39年)４月で、今年で 110周年を迎え、会員数は 

70 世帯ほどとなっており、定期的な親睦会を開催している。20 年前までは、ピクニック

や花火などを年２回程度行っていたようであるが、現在は年１回となっており、今回の

出席者は、70～80名程度であった。ちなみに、オンタリオ州内の日系カナダ人の人口は、

約 1 万 8000 人で、その大半がトロント市内及びその近郊に家族単位で分散して居住して

いるそうである。 

   高崎会長は、2007 年に会長職に就任し、ご尊父も以前会長を務めていたそうである。

日系２世で日本語は話せないが、そのルーツは広島市安佐南区大塚である。会場には、
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県民だよりや県議会だよりが置かれており、視察団の一人が県議会だよりに掲載されて

いたことで、参加者との会話のきっかけづくりになった。 

トロントには、広島県人会以外にも熊本県、和歌山県、滋賀県、鳥取県などの県人会  

  がある。なお、広島県人会はバンクーバーにもあるそうである。 

日系カナダ人の多くは、戦前に移住した日本人移民の子孫であり、第二次大戦中には、

カナダ国籍であるにもかかわらず、敵性外国人として強制収容所に入れられることもあ

り、これ以外にも土地、住宅、自動車などの資産も全て没収された。戦後も自宅に戻る

ことは許されず、日本に帰るか、ロッキー山脈の東側への移住を強要され、その結果と

して、多くの日系人がトロントに移り住んでいるという苦難の歴史がある。このような

先人の苦労話や歴史的な事実を、参加者から数多く伺うことができた。 

前述の通り、110 年もの歴史を誇る当広島県人会も、昨今は高齢化が進み、親睦会へ

の参加者が少なくなってきているそうだ。親睦会への参加要請や県人会の様々な連絡も、

高齢者にとっては、メールやＳＮＳなどを活用するのが難しいため、どうしても電話を

活用せざるを得ず、連絡を一つ取るにも負担になってきているといった課題をお話しい

ただいた。 

また、高崎会長としては、若い人たちにも入会し参加をしてもらいたいと思っている

が、自らが日本語を話せないので、若い人たちへのアプローチが難しいと述べられた。

高崎会長をはじめ日本語を話せない日系人の方が多く、戦前カナダに移り住んだ日本人

は、大戦前後の苦難を経験した結果、これからは日本の文化を大切にして生きるより、

カナダ人として生きる方がよいという考えのもと、自分の子どもたちに日本語を教えな

かったといった事情があったそうである。親睦会においても、ほとんどの日系二世、三

世の方々が日本語を話せなかったのは、こういった事情があったものと推察される。 

日系二世、三世に限らず、新しく日本から移民してきた若い人たちにも県人会への入会

をしてもらいたいが、お互いの言葉が通じず、コミュニケーションを図ることが難しく、

この点が世代間交流を進めていくうえでの大きな課題となっているようである。 

余談となるが、高崎会長のご子息は、現在、福岡県に在住で、英語の先生をしており、

日本にもっと住みたいと言っているそうである。 

なお、親睦会場となった本願寺会館は、本願寺による寄付によって建設されており、

日本の本願寺から職員が常駐して布教活動を行っている。高崎会長や県人会の数名が本

願寺の門徒である為、親睦会場として使われたそうである。 

トロントの仏教会は、本願寺系と日蓮宗などに分かれるそうだが、広島出身者は本願

寺系が多く、オンタリオの本願寺の門徒は約 200名、ハミルトン、モントリオールには

各 50名で、バンクーバーやカルガリーにもいる。カナダ全体でおよそ１千名の門徒がい

るのではないかとのことであった。 
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８．日系文化会館８．日系文化会館８．日系文化会館８．日系文化会館    

 【訪問日時】 

平成２８年５月８日（日）９：００～１０：３０ 

 【訪問場所】 

  カナダ トロント 日系文化会館 

 【対 応 者】 

館 長 ジェームス・ヘロン氏 

 【調査目的】 

二国間の文化交流の取り組みや課題について 

 

＜ヘロン氏と視察団＞ 

 

＜展示内容の説明＞ 

【視察要旨】 

会館入口に入るとロビーには、掲示されている日本人女性歌手のポスターや、日本に

係る様々な広報物がまず目に入る。ヘロン館長及び職員の方から温かい歓迎を受けた後、

館内をご案内いただきながら、会館の概要説明を聴取した。 

日系文化会館の設立構想は 1950 年に始まり、1963 年に完成しているが、会館の設置

目的は、日系コミュニティの人々に集いの場を提供するとともに、無知と偏見のために、

日系人を戦争中に強制収容所へと追い込んだ当時のカナダ人達に日本と日本の文化を紹

介し理解してもらうという切実なる思いで設置された。そのため、日系一世、二世達が

自分達の家や財産を抵当に入れて集めた資金を中心にして建設されている。 

日系の会館としては、世界で一番活発で大きな会館だそうで、広さは 3、200坪、映画

の上映会や日本人歌手のコンサートなども開催されている。日本の文化やスポーツを中

心とした各種教室も盛んで、武道、墨絵、書道、日本語教室など多岐にわたる。イベン

トや教室を通じて来館する人数は、年間 20 万人を超えている。個人会員は約 5千人で、

その半数は日本に興味をもつカナダ人をはじめとする非日系人である。訪問時にもちょ

うど剣道教室が行われており、様々な人種の人々が稽古に励み、威勢のよい声が聞こえ

ていた。ちなみに、剣道教室を指導されていたのは、広島市安佐南区出身の方で、奇縁
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を感じた次第である。 

館内にはいくつかの施設があるが、はじめに小林ホールという名の多目的ホールに案

内いただいた。カナダで事業に成功した小林という方の寄附により建設されたホールだ

が、450 席ある座席は階段状になっており、収縮収納が可能で、映画やコンサートの開

催はもちろんのこと、座席を収納することで武道大会や企業のイベントなどにも使用す

ることができる立派なホールであった。 

会館内で最も使用されているのが武道場で、フローリングの道場では、剣道、居合道、

長刀、少林寺拳法、空手、弓道の教室が、畳の道場では、柔道、居合道、杖道の教室が

行われているそうである。いずれの教室も、指導者は日本人あるいは日系人であるが、

受講者は日本に関心を抱く非日系人が多いようである。日本に興味をもつ人は誰でも大

歓迎で、文化を通じて友情をつくることを会館のモットーとしているだけに、前述の剣

道教室などのように様々な人種の人々が参加をし、地域に親しまれる施設となっている

ようだ。 

  次にご案内いただいた日系カナダ人博物館は、会館の設立目的でもある、日系カナダ

人の苦難の歴史を中心に写真等の資料が展示されている。日系人が初めてカナダに来た

のは 1877年と言われており、100 年以上の歴史をもっている。カナダへの移民のピーク

は 1907年頃と言われ、移民のほとんどはバンクーバーで漁業や林業に従事した。バンク

ーバーにおける日系人の増加は、その後の日本人排斥運動につながり、1908 年以降は移

民の数が制限されるほど移民が多かったようである。 

第二次大戦中、日系人は敵性外国人と看做され、財産を没収されるだけでなく、バン

クーバーの海岸から 100マイル以内に住んでいたら収容所に入れられるという法律が施

行されたため、約 22,000 人の日系人が移動を余儀なくされた。これはアメリカよりも厳

しい処置だったようで、戦後もバンクーバーに戻ることは許されず、日本に帰国するか

ロッキー山脈の東側に移住することを求められ、多くの日系人がトロントへと移住した。

当時は、日系人に対する差別から職を得ることも大変で、日系人であることを隠して生

活する人も多かったようである。 

1967年に新たな移民法ができ、長らく中断していた日本からの移民受け入れが再開し、 

1988 年にマルルーニー政権は、第二次大戦中から戦後にかけて不当な扱いを受けた日系

人に対し、市民権の回復及び個人補償等(1 人 20、000 カナダドル)の措置を行った。 

トロントに移住した日系人は、差別が助長することを恐れ、まとまって住むことを意

図的に避け、次第に日本語を話す機会も失われていった。このような背景の中、日系人

相互に親睦を深め、カナダ人に日本を理解してもらう為の場所として会館が設立された

のは前述の通りである。戦中戦後において、カナダで日系人がこのような不当な扱いを

受け、苦難の歴史を歩んできたことは、あまり日本には知られていない史実である。 

この他の施設としては、日本語の小説を中心に日本から個人的に寄贈された 1 万冊以

上の蔵書を所有する図書室や、茶の湯教室(裏千家)を行う茶室もある。また、テナント
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として日本料理店が会館内にあるだけでなく、驚くことに幼稚園まで入っており、毎日

約 120名の子供達が通園している。２階には、企業等へのレンタルスペースや多目的室

があり、７室ある多目的室は、主に生け花、書道、日本語教室に使用されている。 

充実した設備を有し、日系人だけでなく地域のカナダ人とりわけ日本びいきのカナダ

人が頻繁に使用する施設となっており、このような施設を利用しての広島県産品フェア

ーなども一考の余地があると考える。 

非常に広く立派な会館であるが、日本の関連団体とは違って公的機関ではないため、

日本政府やカナダ政府からの予算措置はない。 

運営費については、毎年 200 万加＄(約 168百万円)で、会館の主たる収入としては、

会員の年会費をはじめ、イベントや講座など日常の活動から得られる受講料等の収入と

企業などからのレンタル収入のほか、その他多くの方々からの寄附で賄われている。寄

附については、毎年 40 万加＄を受けており、この浄財がないととてもではないが運営は

できないであろうと館長は率直な思いを述べられた。 

終わりに、ヘロン館長にどうして日本に興味を持ち、現在館長を務めているのかお尋

ねしたところ、約 30 年前に当会館の剣道教室に通うようになり、それをきっかけに日本

が好きになったそうである。当時は、全く日本語ができなかったそうであるが、今では

とても上手な日本語を話される。 

館長のご婦人は日本人であり、日本の感想は住みやすく、治安もよく、料理も素晴ら

しく、引退したら日本に住みたいとまで言われていた。当会館は日系人にとどまらず、

日本と日本文化を紹介し、日加間の相互理解に大きく寄与する会館であると認識した次

第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


