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沖縄における日系人・定住外国人の国境を越える移動と

エスニック・ネットワーク（上）

－アメリカ人、台湾人、日系ペルー人、日系ブラジル人の意識調査から－

野入直美

ＮａｏｍｉＮｏｉｒｉ

OverseasMigrationandEthnicSocialNetworksinOkinawa：

ACaSeStudyofAmerican，Taiwanese，‘Nikkei’Peruvianand

`Nikkei,BrzB2Bilian

本稿は、従来、日本社会におけるマイノリティとして捉えられることの多

かった沖縄について、沖縄内部のエスニックな多様性に光をあてようとする

ものである。沖縄における日系人・定住外国人の主なグループからアメリカ

人、台湾人、日系ペルー人、日系ブラジル人の４つのエスニック・グループ

を対象とし、インタビュー形式の意識調査を行い、国境を越える移動の類型

とエスニック・ネットワークを分析する。沖縄を、日系人・定住外国人の受

け入れ社会、すなわちホスト社会として捉え、多様な背景をもつ人々が共生

する社会に向けての課題を整理する。なお、本稿はその前編であり、アメリ

カ人と台湾人について記述している。後編では、日系ペルー人と日系ブラジ

ル人について記述し、社会的な課題を述べる。

キーワード：アメリカ人、台湾人、沖縄、エスニック・ネットワーク、ハ

イプリディティ（混交性）
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はじめに－多民族社会・沖縄の特殊性

沖縄社会のエスニックな多様性は、広大な在日米軍基地の駐留によって大

きく規定されてきた。「米軍人・軍属とその家族」は、沖縄県内に約５万人

が居住している。彼らは日本の出入国管理法や外国人登録法の対象外であり、

日米地位協定によって日本における身分を保障されているI。

表１沖縄県人口・米軍人・軍属とその家族数.外国人登録者数

沖縄県文化環境部国際交流課「外国人登録国籍別人員調査票」（平成13年12月末日現
在)、沖縄県基地対策室『沖純の米軍基地』（平成15年３月）より作表。

日米地位協定第９条は、米軍人・軍属とその家族の出入国について、日本の旅券．
査証に関する法律が適用されないことを定めている。沖縄県基地対策室、2003,ｐ
55.
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沖縄県人口 1,352,496（2004.5.1.現在）

米軍人・軍属とその家族

軍人

軍属

家族

合計

25,515

Ｌ３９７

22,434

49,346（2002.9月末日）

外国人登録者数

米国

中国

フィリピン

韓国・朝鮮

ペルー

ブラジル

インド

インドネシア

英国

タイ

その他

合計

１

１

１

８９７

８９３

603

520

447

176

159

131

123

8３

809

7,841（2001.12月末日）
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沖縄における米軍人・軍属とその家族の数は、外国人登録者数の約６倍に

のぼる。このような比率は全国に類を見ない。沖縄県の人口に占める外国人

登録者の比率は06％に過ぎないが、外国人登録者に米軍人・軍属とその家

族を加えて算出すると4.1％となる。沖縄県は、外国人が人口に占める比率

において、実質的には東京都や大阪府を上回っている２．

米軍人・軍属とその家族の多くは、米軍基地内に居住しているが、基地の

外の賃貸住宅などに居住する人々もいる。彼らのほとんどは３年から５年で

転勤などによって沖縄から移動していくが、いくらかは日本人と結婚し、あ

るいは仕事を見つけ、軍隊をやめた後に外国人登録を行って沖縄社会に定住

する。沖縄の定住アメリカ人の多くは、このような元軍人・軍属である。さ

らに、ホスト社会としての沖縄について語るときに見過ごしにできないのは、

沖縄女性とアメリカ人男性を両親に持つアメラジアンの人々である。彼らは

米軍人・軍属とその家族の内部に、あるいは彼らと定住アメリカ人との境界

に、さらにこれらアメリカ人と沖縄の人々との境界に誕生している。

広大な米軍基地の駐留は、外国人登録を行って居住している定住外国人の

栂成にも大きな影響を及ぼしてきた。全国的には最大のエスニック・マイノ

リティ集団は韓国・朝鮮籍であるのに対し、沖縄ではアメリカ国籍が最大の

グループである。２番目に大きいグループは全国・沖縄ともに中国籍だが、

沖縄の場合、その内訳に台湾にルーツを持つ人が多いことが特徴的である。

台湾人は、台湾と沖縄との地理的な近接性と緊密な交流の歴史を背景として

沖縄に居住してきたのだが、今回の調査によって、いくらかの台湾人もまた

米軍基地との関連で来沖、就労してきたことが明らかになった。さらに沖縄

で３番目に大きいグループ、フィリピン国籍の内訳は、その多くが基地周辺

の歓楽街で働くエンターテイナーの女性たちである3.ホスト社会としての

２全国の外国人登録者数が人口に占める比率は2002年12月末日時点で1.45％である。
都道府県では上位から東京都2.75％、大阪府239％である。法務省出入国管理局、
2003.

s沖縄のフィリピン人については、鈴木規之・玉城里子、1996,1997に詳しい。
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沖縄は、低賃金労働者の受け皿となる製造業が不振を続けてきたこともあり、

米軍基地の駐留によって大きく規定される、全国的に見てきわめて特殊な多

民族社会であると言える。

１．意識調査の課題と方法

このようなホスト社会としての特殊性は、沖縄に定住している日系人と定

住外国人によっていかに体験され、意味づけられているのだろうか。筆者は、

2003年度の社会学実習の受講生18名と大学院生１名とともに、４５名の日系人・

定住外国人のインタビュー調査を行った。

調査対象は、外国人登録を行っている定住外国人の人数が最も多いグルー

プから（１）アメリカ人（アメラジアンを含む定住アメリカ人と国際結婚な

どによって地元の人々と関係を結んできた一部の軍人・軍属)、（２）台湾人

を選び、さらに多民族社会・沖縄の重要な構成要素である日系人から最大グ

ループである（３）日系ペルー人、（４）日系ブラジル人を選んだ。

アメリカ人は、従来の日本におけるエスニック・マイノリティを対象とす

る社会学的調査では対象に含まれてこなかった。この調査でアメリカ人を対

象にしたのは、第一に前述した沖縄社会の特殊性によるものであり、第二に、

他のエスニック・マイノリティ集団に対するアメリカ人の特権性が鮮明に浮

かび上がるのではないかという、調査に先立つ予想のためであった。さらに

我々は、沖縄在住の日系人について、親族ネットワークに動機づけられて来

沖し、定住過程においても親族ネットワークを核とする同心円状の地縁・血

縁ネットワークに支えられて居住や就労を果たしているであろうという予想

を立てた。結論を先取りして言えば、アメリカ人の特権性および日系人の親

族ネットワークを中心とする定住過程という当初の予想は、調査結果によっ

て双方とも覆ることになった。

調査の課題は、第一に、沖縄における日系人と定住外国人の、国境を越え

た人の移動の類型を明らかにすることである。日系人については、日本国内

－２７４－
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の移動を含めた来沖過程をとらえることが課題とされた。第二の課題は、日

系人と定住外国人の沖縄への定住過程を詳細に聞き取ることによって、ホス

ト社会としての沖縄の現状と課題と照らし出すことである。ここでは、文化

資本としての言語、エスニック・ネットワークの形成、定住過程におけるエ

スニック・アイデンティティの変容および親族の相互扶助関係が、分析枠組

みにおいて焦点化された。

2003年に、半定形型のインタビュー調査および関連団体への聞き取り調査

が行われた。調査時間は、対象者一人あたり40分から数時間に及んだ。調査

内容は基本的に対象者の許可を得た上で録音し、記録をすべて紙上に反訳し

た後に分析を行った。

調査対象者は、各種団体、エスニック・レストラン、知人からの紹介を機

縁的に広げて得たものである。なお、調査者の言語能力上の制約によって、

アメリカグループ以外は基本的に日本語でインタビューに応じられる人を対

象者としており、日本語が流暢に話せない日系人、定住外国人を対象に含む

ことができていないことをあらかじめお断りしておきたい。

また、アメラジアンについては、３名がアメリカグループの対象者に含ま

れ、基本属性は次章の表２．３に掲載されている。ただし、彼らの沖縄にお

ける体験とアイデンティティについては、別途に分析すべき点を多く含むた

め、稿を改めて記述することとしたい。

２．アメリカ人の移動の類型と「特権性」

（１）米軍基地に関連する来沖類型

アメリカ人の国境を越える移動の類型は、以下の３つの点で、他のエスニッ

ク・グループとは全く異質である。第一に、対象者の父親あるいは本人が米

軍人であり、沖縄の米軍基地で勤務する辞令を受けての来沖が圧倒的多数を

占めている。第二に、彼らの来沖プロセスのほとんどは親族ネットワークと

無関係であり、「家族・親族の呼び寄せ」「トートーメー（註：仏壇行事）を

－２７５－
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継ぐため」といった理由はほぼ見出せない。第三に、彼らの来沖プロセスは

経済的事情とも無関係であり、「出稼ぎ」「生活の安定を求めて」といった動

機は全く見出せない。

（２）定住化による特権性の喪失とスティグマ

では、米軍人・軍属またはその家族として来沖し、あるいは沖縄に生まれ、

または宣教師や教師として沖縄に移動してきたアメリカ人たちは、他のエス

ニック・マイノリティに比べて明白な特権性を享受してきたのだろうか。

表２アメリカ人調査対象者属性

－２７６－

Ｎｏ． 年齢 性別 国籍 来沖時期 備考

Ａ１ 2９ 女 アメリカ 沖抑生まれ フィリピン系アメラジアン

Ａ２ 2３ 男 アメリカ 1979年（生後三ヶ月） アメラジアン（母沖縄人）

Ａ３ 7２ 男 アメリカ 1957年（26歳頃） イタリア系

Ａ４ 1６ 男 アメリカ 1999年（12歳頃） 日系アメリカ人

Ａ５ 3７ 男 アメリカ 1997年（31歳頃） コケージアン

Ａ６ 4２ 女 アメリカ 1995年（35歳頃） コケージアン

Ａ７ 3１ 女 アメリカ 2000年（28歳頃） ヒスパニック系

Ａ８ 3２ 男 アメリカ 2000年（29歳頃） ヒスパニック系

Ａ９ 2３ 男 アメリカ 1982年．1992年 アメラジアン（母沖縄人）

Ａ１０ 2４ 男 アメリカ 1988年（９歳頃） フィリピン系
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表３アメリカ人対象者の来沖理由・学歴・職業

アメリカ人の特権性を考える上で留意すべきことは、沖縄にいる２種類の

アメリカ人が全く異なった状況に置かれていることである。米兵・米軍属と

その家族は、沖縄社会における特権層を構成している。彼らは日本の司法・

行政制度の及ばない空間である米軍基地内で生活し、日米地位協定によって

日本の租税や裁判権の適用範囲外という身分保障を受け、住居・生活費の特

典や基地内の無償教育・医療を享受するだけでなく、望めば米軍基地という

英語圏の中だけで生活することができる。彼らは地理的には沖縄に定住しつ

つ、生活空間的には世界中に点在する米軍基地に共通する「基地」という特

殊な空間で暮らしている。独特のルールを含む生活は、アメリカの平均的な

市民生活とも異なるものである。

－２７７－

Ｎｏ． 来沖理由 学雌 職業 世帯収入

Ａ１ アメリカの大学中退後、沖縄に
戻りたかったため 大学It1退 躯の通訳 400万～600万円

Ａ２ 父親が軍人だったためその移動
で 大学中退 民間会社 約200万円

Ａ３ 宣教のためと、子どもの頃沖縄
に憧れていた 商卒 神父 不定

Ａ４ 父親のトートーメーのため 現在高校生 学生 なし

Ａ５ 教師としてもっとよい環境で教
えたい 大学卒 教師 約250万円

Ａ６ 夫が軍人のためその移動で 大学中退 教師 Ｎ、Ａ，

Ａ７ 夫が宣教師でその宣教活動のた
め

大学５年通学
(卒業？）

主婦 Ｎ、Ａ、

Ａ８ 宣教活動のため 大学中退 宣教師 不定

Ａ９ 父親が軍人のためその移動で 高卒 保育士 約800万円

Ａ１０ 父親が軍人のためその移動で 大卒 軍人 約580万円
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「(アメリカに）旅行はｌ回したかな、５年生の時に。カルチャーショック

でしたね。逆に（沖繩に来る時以上の）カルチャーショックだった。すべて

が｡」（Ａｌ）

「基本的にはあんまり変わらないから。軍ってどこ行ってもほとんど同じだ

から･お店とか、食べ物屋さんとか、だいたい同じだから｡」（Ａ９）

米軍人・軍属とその家族のほとんどは短期間で沖縄を出ていく一方、軍人

をやめ、外国人登録をして沖縄に定住するアメリカ人がいる。米軍人・軍属

とその家族から定住アメリカ人への身分の異動によって、アメリカ人は米軍

基地や日米地位協定に関連する特権性を喪失する。再び米軍関係の仕事を得

て、現地雇用の軍属になる人もいるが、彼らはしばしば米本国採用の軍属に

は保障される基地内の無償医療などの特典から排除されている。

さらに、米軍基地の外に生活の比重を移した定住アメリカ人たちは、軍人

をやめた後に米軍基地にまつわるスティグマを付与され始めるという皮肉な

状況に直面する。それは、沖縄の人々に根強い反基地・反米意識の表出であ

り、米兵によって引き起こされる犯罪の頻発が招くアメリカ人への警戒感、

特にアメリカ人男性を犯罪者予備軍とみなすまなざしである。いくらかの定

住アメリカ人は、日常の些細なることによって繰り返し、自分たちがこの社

会で歓迎されざるよそ者であることを思い知らされている。

「自分がショッピングセンター歩いてると、だいたい警備員が後ろから来

る｡スーパーで買い物してる時も、だいたい警備員が見えるところにいる｡」

(Ａ９）

「自分が常連になってたディスコ、あったんですけど、アメリカ人だから入

れなくて、毎週行っていたのにいきなり、今日は入れない。ん？なんで？自

分、兵隊じゃないよ｡」（Ａ２）

－２７８－
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このようなスティグマ化は、コケージアン（註：白人）であっても免れる

ものではなかった。さらに、アメリカ人を特椛づけるものと予想された英語

という文化資本については、ほとんどの場合、日本語ができてバイリンガル

であって初めて沖縄における労働市場で価値を発揮することが明らかになっ

た。英語しか話せないアメリカ人は英会話教室への就職もおぼつかないので

ある。なお、バイリンガルということで言えば、アメリカ人の英語よりも台

湾人の中国語の方が、今回の定住外国人の調査に限定して言えば、沖縄での

市場価値が高かった。定住アメリカ人が猿得する現地雇用の基地内の仕事や

教師の給与の数倍を、いくらかの台湾人は貿易業で稼いでいる。

（３）定住アメリカ人と米軍基地

一方、米軍基地はいくらかの定住アメリカ人にとって、沖縄における貴重

な雇用の場である。さらに広大な米軍基地は、アメリカ人神父・牧師のいる

キリスト教教会、スポーツクラブ、ナイトクラブ、ファストフードのフラン

チャイズショップなど、基地の外にもアメリカ人にとって馴染み深い生活空

間を押し広げ、たとえ限定されたものであっても、アメリカ文化を沖縄にも

たらしている。アメリカ人対象者の語りには、米軍基地が、異質な文化の交

流や融合をもたらしていることを肯定的にとらえるものがあった。

「(基地と日本人が）お互いに助け合ってるっていうのは見なきゃいけない

と思う。どっちも得してる。軍はここ（沖縄）にいて得してる、戦争が起き

たら（戦場が）近いし。日本は、やっぱり時代が変わってきている。洋服と

かも、考え方も。いろんなことが外国人式に変わってきている。いいところ

も悪いところもある。お互いの影響しあいがすごくいいと思う。アメリカも

日本のカルチャー入れて、日本はアメリカの考え方。沖縄は軍がいるから、

外国人とのふれあいが（本土より）もっとたくさんあるから、道、歩いてい

ても（じろじろ）見られない。大阪行ったとき、『外人、外人』、ほんとに指

－２７９－
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差される。『見て見て』って。もうほんとに、写真撮ればいいじゃんって｡」
(Ａ９）

本土復帰前の沖縄を知る唯一のアメリカ人対象者であるＡ３は、アメリカ

人と沖縄人の交流、軍人と定住アメリカ人の交流は、キリスト教教会に関し

ては、沖縄の本土復帰後に払拭されたと見ている。

「復帰前は、（自分は）割合に自由に基地に入ることができたんです。今は

もうできない。それだけじゃなくて、軍として、（基地の外にいる信者を）

助けようという気持ちがあったんです。今はないです。私が（復帰前に）Ａ

教会にいた頃、（基地内の）婦人会、アメリカ人の信者が、月一回、Ａ教会

に来て、ミサをいっしょにやったり、クリスマスパーティーにもマリーンた

ちが、ケーキ、人形などを持ってきてくれたんです。復帰前です。もう、今
はないです｡」（Ａ３）

軍人であるA10は、Ａ９と同じように、米軍基地が沖縄社会に多様な文化
をもたらしていると感じている。

「日本人は（基地が）好きじゃないってことはわかるけど、自分的にはすご

くうれしい。ペースがあるからこんな環境を味わえることがすごく好き｡」
(Ａ10）

Ａ10が言う「こんな環境」とは、基地の内外におけるキリスト教教会、ア

メリカ式のジム、そしてフィリピン系アメリカ人のスポーツチームのつきあ

いを指している。定住アメリカ人は、他のエスニック・グループに見られる

ようなフォーマルなエスニック組織を持たないが、インフォーマルなエスニッ

ク・ネットワークは宗教、スポーツ、音楽やダンスなどの娯楽に関連して、

－２８０－
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さらにフィリピン系やアメラジアンなどのサブ・グループごとに、小規模な

ものが編まれている。これらのエスニック・ネットワークもまた、米軍基地

におけるアメリカ人人口を背景として形成されている。

なお、アメリカ人対象者の中からも、米軍基地に対して否定的な意見がい

くつかあがったが、それらのほとんどは軍隊と全く関係なく来沖した定住ア

メリカ人によるものであった。

「(沖縄に基地があることは）悲しいこと。最初に沖縄に来た時、兵隊、軍

属ではなかったから普通の民間人として、沖縄の人と同じように小さなアパー

トに住んでいて、基地に初めて行った時、その差、広さ、建物の違いがわかっ

てすごいショックだった。なんでこれ（基地）があるの？ここにあるの？大

きな倉庫群、いったい何が入っているんだ？なんだか、オズの魔法使いの気

分だった。基地に入ったとたん、世界が違って。（自分は軍人と）同じアメ

リカ人なんだけど、軍人、軍属じゃないから、どちらかというと沖縄の人と

同じ目線から見えて、（基地があるのは）悲しいことだと思う｡」（Ａ５）

３．台湾人の自営志向と戦略的ハイブリディティ

（１）自営事業に関連する移動類型

台湾人の調査対象者の来沖パターンとして、貿易あるいは米軍基地の払い

下げ品販売といった自営事業のために親もしくは対象者本人が移住してきた

ものが多く、１１人中６人がこれにあたる。米軍基地の払い下げ物品販売業は、

もともと台湾で自営していたものが、台湾から基地が撤退するにあたって、

沖縄に活路を求めてきたという経緯である。

石垣島出身者は１人（T10）で、彼の祖父は、同世代の多くの台湾人と同

じように、石垣島でパイン産業に携わっていた。今回の調査で対象とした台

湾人は、1970年代から80年代にかけて来沖した、１世の中では若い世代と、

沖縄生まれの２世、３世であった。もしも来沖時期をさらに遡れば、おそら

－２８１－
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く石垣島経由、あるいは石垣島出身の、パイン産業に従事していた農業技術

者や工場労働者が対象者に複数、含まれていただろう4。さらに、台湾から

直接、沖縄本島に来た人々についても、おそらく黒糖の製糖業や土木建築業

に関わる技術者が、沖縄の本土復帰前には来沖していたと推測される5.

今回の調査結果は、復帰後の台湾人の来沖パターンが自営事業、それも貿

易業に関わって形成されてきたことを示している。

表４台湾入調査対象者属性

*Ｔ２は母の実家がある沖縄県で出生し、小学生まで過ごした後、台湾に移動した。

４林発、1984．野入直美、2000．野人直美、２０OＬ
51958年に台北に設立された中琉文化経済協会は、中華民国政府の外郭団体として、
中華民国と沖縄の友好親善事業および沖縄に定住している台湾人のビザの発行など
の実務処理を行ってきた。同会は、戦後の沖縄復興のため、台湾から労働者、農業
開発指導員を派遣している。陳賓来、2003,ｐ４２．

－２８２－

Ｎｏ． 年齢 性別 世代 国籍 来沖時期

Ｔｌ 39歳 男 １世 中華民国 1975年11歳

Ｔ２ 44歳 女 ＊２世 中華民国 1982年23歳

Ｔ３ 60歳 女 １世 中華民国 1970年27歳

Ｔ４ 29歳 女 １世 日本 1981年７歳

Ｔ５ 36歳 男 2世 日本

Ｔ６ 51歳 女 1世 日本 1975年23歳

Ｔ７ 52歳 男 1世 日本 1972年21歳

Ｔ８ 35歳 男 １世 日・中 1975年７歳

Ｔ９ 42歳 女 １世 日本 1979年18歳

Ｔ1０ 42歳 男 ３世 日本

Ｔ1１ 45歳 女 １世 日本 1983年25歳
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表５台湾入対象者の来沖理由・学歴・職業

（２）戦略的ハイプリディティー使い分けられるアイデンティティ

台湾人の調査対象者は、他の３エスニック・グループと比べて１）高学歴、

２）高い言語能力、３）相対的な高所得という特徴を持っている。ただし、

彼らは必ずしも来沖当初から富裕層であったのではなく、「大学進学」「海外

留学」そして「自営」を尊ぶハビトゥスに支えられて、沖縄での階層上昇を

果たしてきた。

来沖直後、多くの台湾人は家族経営の零細な自営業で生計を立てているの

だが、ゆとりがあるとは言いがたい家計の中で、子弟の大学進学と海外留学

は高い優先順位をつけられた。それは、ひとつには自営業、とくに貿易業に

－２８３－

Ｎｏ． 来沖の理由 学歴 職業 世帯収入 宗教 出身地

Ｔ１ 父の仕事 大卒 貿易業 400万～600万円 仏教 南投県

Ｔ２ 留学 大卒 文筆業 800万～1000万円 台北市

Ｔ３ 夫の仕事 高校中退 貿易、販売 200万円未満 桃園県

Ｔ４
日本鰭教育を受ける
ため（祖父のすすめ）

大卒 保育士 200万～400万円 ｷﾘｽﾄ執 基隆市

Ｔ５ 父が仕事のため移動 大卒 貿易業 1000万円以上 那覇市

Ｔ６ 結婚 大卒 主婦・学生 200万～400万円 嘉義市

Ｔ７ 父の仕事 大卒 貿易業 Ｎ、Ａ、 台北市

Ｔ８
父の死後、母の実家
(沖綱）へ

大卒 貿易業 200万～400万円 台北市

Ｔ９ 外国移住を希望して 大卒 貿易業 400万～600万円 仏教 台北市

Ｔ1０
祖父が仕事のため移
動

大卒 銀行員 Ｎ、Ａ、 石垣市

Ｔ1１ 結婚 大卒 主婦・通訳 400万～600万円 台北市
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就く上で、日本語と中国語はもちろん、英語と、できれば韓国語などの外国

語を子弟に習得させるためである。さらに、さまざまな文化に触れて幅広い

視野を身につけることに高い価値が置かれてきた。

（子どもさんへの期待は？）

「やっぱりグローパリズムがほしいですよね。（台湾人の家に生まれたか

ら）台湾の文化。今度、学校、社会に入りますよね。どの社会、どの国にいっ

ても別によろしいです。アメリカに行ってもどこに行ってもよろしいですよ

ね。ここ（沖縄）で育っているので、沖縄人とも言えるし、台湾人とも言え

るし、日本国籍だから日本人とも言えるし、インターナショナルみたいな、

そういうので育つようにしたいですね｡」（Ｔ７）

「言葉だけ覚えるんだったら学校で学べばよいんだけど、習慣や考え方を覚

えたほうが私はいいと思いますよ。そうすると、言葉は通じなくてもニュア

ンスがわかれば何を求めてるかわかるから。若いうちは、あっちこつちの習

慣や考え方がわかったら、だいぶ違いますよ。例えば中国系は、「こんにち

は」じゃなくて「ご飯食べましたか？」っていうのが挨拶、始まりなんです

よ。「食べたの？食べた？食べました？」っていう。ほんとに食（中心の）

文化。（自分自身が）小さい頃、あっちこつち行ったってことは、得してる

と思いますよ｡」（Ｔｌ）

沖縄の公立学校に通った台湾人対象者のほぼ全員が、「タイワナー（註：

台湾人)」と呼ばれていじめられた経験を語っているが、成人後に台湾に対

するネガティブな感情を引きずっている対象者は皆無であった。とくにアメ

リカに留学し、世界にまたがる華僑ネットワークの豊かさに驚樗し、自分も

その一翼を担えることに気づいた台湾人が、人的ネットワークを得るととも

に、肯定的なエスニック・アイデンティティを抱いて沖縄に戻ってきている

のが興味深い。そのエスニック・アイデンティティは、便宜的に行われる日

－２８４－
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本国籍への帰化とはなんら矛盾しないのである。

「留学でアメリカに行くまでは、自分のアイデンティティは日本人ってい

うイメージがあったんですよ。で、アメリカ行って、人種のるつぼで生活し

ていくと、やっぱりどうしても中国人としてのアイデンティティが目覚めて

くるんですよね．日系社会も、中国系社会も、大きい社会なもんですから、

その両方、見ていったときに、やはり（自分は）中国系なんだなあと感じる

部分があるわけなんですよ。…これ、なんだと思います？食べ物なんですよ。

中華店いくと、あっ、懐かしい味だ、やっぱりこれが俺のルーツかなという

感じなのね。…（日本国籍への）帰化は、国際政治がどうなるかわからない

ですから、台湾のより日本のパスポートのほうがよいと、子どもも日本の国

籍に、ということでやりました｡」（T10）

「進路をどうしようかと思って、親父から台湾の大学も受けられるってい

う話があったんだけど、ホームステイのアメリカ留学に行った。その前に、

高校生のときにもアメリカに、これは華僑の青年交流で行った。それらの交

友関係がすごい広がり方をしたよね。そのときに知り合った人が、世界中に

散らばってて、オーストラリアにもアメリカにも（華僑が）いて、「どこど

こで何々が欲しいんだけど集められんか？」って。そのバックグラウンドに

は、父親が華僑（１世）っていう人がたくさんいて、僕らのビジネスネット

ワークも華僑の２，３世の人たちが作ったひとつのネットワークですよ｡」

(Ｔ５）

父親を継いで貿易業を自営するＴ５は、沖縄生まれの台湾人が、１世とは

異なる意識を持っていると語る。

「(僕ら２世は）どちらかといえばパイカルチャー。（沖縄と台湾の）両方

の習慣や文化を持ち合わせているから。華僑というより倭僑に近いと感じる

－２８５－
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時もある｡」（Ｔ５）

台湾人のネットワークを生かし、自分でも新たに編み出しながら、感覚と

しては「倭僑」を感じることもあるというＴ５にとって、「パイカルチヤー」

であることは、台湾人の伝統が消滅していくことではなく、沖縄の感覚や人

的ネットワークが付加されていくことを意味する。このような台湾人のエス

ニック・アイデンティティにおいて、台湾人であることは、多様な国籍、出

身地、そして文化的なハイブリディティ（混交性）を含みこんだ、フレキシ

ブルな属性なのである。

さらに、台湾人と沖縄人の両親を持ち、７歳の時に来沖したＴ８は、ビジ

ネスの現場で、縦横にアイデンティティを使い分けている。

（あなたはどこから来たのって聞かれたら、何と答えるんですか？）

「臨機応変。この人には日本人って言ったほうがいいと思ったら日本人。

この人には二つ（台湾人・日本人）言ったほうがいいと思ったら二つ。中国

で商売する時、中国では今、台湾証の中国語（註：北京語）が流行なの。お

しゃれな、あるいはえげつない。大阪弁みたいな感じ。僕は全然証のない中

国語も喋れるから、最初、中国人に「日本人」って自己紹介して、靴のない

中国語喋ってたら、日本人って甘く見られてお金を高めに言ってくるから、

｢台湾人」ってことにして、台湾靴の中国語でペラペラ喋って。とにかく臨

機応変に。…今は、台湾より中国にうまみを感じる。オリンピックも上海博

覧会もある。稼げるぞ。ここでやったるぞ一って、大陸だからね、島国と全

然違うもん、走っても走っても陸だよ。自分はもう蟻だよ。蟻にも満たない

くらい。その中でがんばれるっていうのはやっぱりうまみがある｡」（Ｔ８）

今回の調査では、４つのエスニック・グループのすべてに国際結婚の経験

者、あるいは国際結婚によって生まれた人々が含まれ、さらに世代が推移す

－２８６－
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る中で、文化的なハイブリッド化の進行が見出せた。その中で、ハイブリディ

ティを最も自覚的に、戦略的に打ち出しているのは台湾人であった。

（３）琉球華僑総会の文化戦略

このことは、沖縄の台湾人が、組織的にも大きな世代交代の時期に来てい

ることと関連していると思われる。

沖縄において最大規模のエスニック組織である琉球華儲総会は、現在、約

300世帯が加入する同胞親睦組織である。この組織は、1972年に設立された。

その年は、沖縄の本土復帰の年であると同時に、日本政府が中華民国と国交

を断ち、中華人民共和国との国交を選んだ年でもある。以来、琉球華僑総会

は、国交の絶えた台湾との民間レベルにおける紐帯を担ってきた。例えば、

青年会や婦人会は台湾に訪問団を派遣し、台湾からの訪問者を受け入れてき

た。さらに琉球華僑総会は、国慶節を同胞が盛大に祝い、親睦を深める場を

毎年、提供してきた。国慶節の記念パーティーには、沖縄県知事と台湾の政

財界の重鎮が訪れ、政治的・経済的なネットワークの伸張が図られる゜

これらの伝統的な機能に加えて、現在、琉球華儒総会では大きな改革がは

じまりつつある。ここ数年の新たな動きとして、「琉球台医会｣６のような新

しい分野で台湾と沖縄をつなぐネットワークが組織化され、華僑総会から同

胞への通信は日本語に変わり、同時に台湾人の子どもと青少年を対象に北京

語講座が開講された。これらの改革は、沖縄の台湾人の世代交代と、今後の

華僑ネットワークの展開を見据えて行われている。すでに台湾人であること

の含み持つ属性は多様化し、家庭では圧倒的に日本語が用いられている。琉

球華僑総会は組織運営に用いる言語を日本語にし、同時に若い世代に、ライ

フチヤンスを拡大させるために北京語を獲得するようにうながしているので

６同会は、台湾と沖縄の医師による医療交流を目指して2003年に発足した。沖繩在
住の台湾人だけでなく、沖縄出身で台湾留学の経験を持つ医師も、台湾との医療ネッ
トワークに加わっている。琉球新報、2003.12.2.

－２８７－
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ある。

これらの改革の担い手として台湾人の人々が選んだのが、台湾で生まれ、

しかし小学生の時から沖縄で暮らしてきて、配偶者に沖縄人を選び、生業と

して貿易会社を運営している初代女性理事長であるというのも興味深い７．

沖縄の台湾人の組織的な文化戦略は、自身が豊かなハイブリディティを持つ

代表者によって、固定的な伝統文化の保持ではなくむしろハイブリッド化に

こそ活路を求めるかたちで展開されていると言えよう。

附記：本稿は文部科学省科学研究費補助金助成研究基盤に）(2)平成13年度～15年度

「沖縄におけるディアスポラのライフコース」（研究代表者：安藤由美、鈴木規

之）で行われた共同研究の一部の成果をまとめたものである。また、2004年の

日本移民学会第14回大会において行った報告に訂正・加筆を加えたものである。

共同研究者の皆さん、学会会場で有益な示唆を与えて下さった方々、インタビュー

調査にご協力頂いた方々および関連団体各位に深謝いたします。
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