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本稿では、沖縄の本土復帰以降の石垣島における台湾人社会の変容につい

て検討を試みる。沖縄が本土復帰した1972年に、日本は中華人民共和国と国

交を回復し、中華民国との国交は途絶えた。この政情不安を背景として、石

垣島では台湾人による家族ぐるみの帰化が大量に行われた。ここでは、まず

戦後の台湾人の法的地位について整理し、石垣島に生きるひとりひとりの台

湾人にとっての帰化の意味と、帰化をめぐる意識について、聞き取りの事例

に基づいて考えたい。

さらに本土復帰後の台湾人社会は、集住地域の解体に直面する。前稿で述

べたように、石垣島の台湾人社会は、戦前からのパイン産業を柱として形成

されてきた。戦後、パイン産業は石垣島の基幹産業となった。労働力の需要

があったために、疎開でいったん台湾へ戻っていた台湾人は石垣島に再移住

し、新たに就業機会を求めてやってくる台湾人もいた。しかし復帰後、パイ

ン産業は急速に斜陽化し、パイン缶詰工場で働く下層労働者の多くは石垣島

を去った。定住を選んだ人びとも、かつて「台湾人村」と呼ばれたＸ部落、

パインの生産と加工によって栄えた台湾人集住地域を離れ、石垣市の市街地

に移動した。この稿では、集住地域の解体と職業生活の多様化にもかかわら

ず、相互扶助と文化継承のネットワークが維持されていく過程を明らかにし
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たい。

1．調査対象者のプロフィール

ここでは、前稿では扱わなかった２名の若い世代のプロフィールを記述す

る。なお、このプロフィールは調査時点のものである。

＜沖縄本土復帰後の台湾からの移住者＞

Ｃ２さん：男性、1963年台湾生まれ、Ｃｌさんの長男。

国籍…中華民国国籍→1981年に帰化（18才)。

移動…石垣島へ（１２才）→進学でＰ県へ（19才）→仕事でＱ県へ

（20才）→石垣島へ（21才）

略歴…台湾で国民小学校を卒業後、10年前から石垣島に移住していた両

親を追って移住。石垣島ではＣｌさんと一緒に家族経営で台湾

からの農具、雑貨、食料品の輸入と卸売･小売業を営んでいる。

1987年に親戚の紹介で台湾から配偶者を迎えた。琉球華僑協会青

年部の中心的なメンバーとして、子ども対象の中国語講座を開い

たり、台湾の伝統芸能である蛇踊り（龍舞）を石垣島祭に参加さ

せるなどの活動を行っている。また、石垣市の警察通訳、観光通

訳をボランティアで行っている。石垣市街地在住。

く戦前からの移住者を祖父母にもつ世代＞

Ｂ３さん：男性、1973年沖縄本島生まれ。石垣島生まれの台湾人である

Ｂ１さんと沖縄女性Ｂ２さん夫婦の次男。

国籍…日本国籍

移動…親の移動に伴って石垣島Ｘ部落へ（７才）→大学進学で沖縄本

島へ（19才）

略歴…父親が帰化した年に出生し、自分自身は中華民国籍であったこと
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はない。石垣島で高校卒業後、沖縄本島の大学に進学。父親が台

湾人だということは子どものころから知っていたが、自分のこと

は日本人であり「うちな－んちゅ」（沖縄人）であると思ってい

る。沖縄本島在住。

2．帰化

（１）戦後の日本における台湾人の法的地位

石垣島の台湾人が大量に帰化したのは1973年である。その時代的背景を整

理するために、まず戦後の台湾人が、日本においてどのような法的地位に置

かれていたのかを概観しておきたい。

日本の敗戦直後、ＧＨＱの旧植民地出身者に対する基本姿勢は、「解放人

民」として扱うが「必要な場合には敵国人として」処遇してよいという、き

わめてあいまいなものだった')。その後、1945年12月に参政権が停止され、

その２年後には外国人登録が義務づけられた。

ここで留意しておきたいのは、沖縄の人びともまた日本国民としての法的

地位を失い、出入国管理の対象とされたということである。1945年６月に琉

球列島の出入域は全面禁止された。1949年から本土復帰の年である1972年ま

で、本土への渡航は許可制だった。沖縄の人びとは渡航を申請し、思想調査

などの審査を経て「琉球政府身分証明書」を受けとった。沖縄が日本から制

度的に周辺化された過程において、台湾人の人びとは、二重の周辺化とも言

うべき状況におかれた。彼らは1954年以降、３年以上の継続居住と定職また

は自活能力があることを証明する書類、および琉球警察による品行方正の証

明をそろえて、琉球政府出入管理課に永住許可を申請せねばならなかった２１。

そして彼らは、沖縄が本土復帰しても自動的に日本国民としての法的地位を

得ることはなかった。

さらに台湾人にとって、1972年は沖縄の本土復帰の年である以上に、日本
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政府が中華人民共和国と国交を結び、中華民国との国交を切り捨てた年とし

て、大きな転換期を意味する。本土復帰に沸く沖縄人とは対照的に、台湾人

の法的地位をめぐる不安は高まったのである。その結果、沖縄県では、1972

年に1,906人いた中国国籍の外国人登録者が、1973年には1,597人に減少した。

この落差のうち、台湾人の帰化は少なからぬ比率を占めていると推測される。

大量の台湾人の帰化は、沖縄だけでなく全国で生じた。当時、中華人民共

和国政府は中華民国からの日本への国籍転換を認めないようになる、といっ

た憶測や流言が台湾人社会をとびかったという:I)。1971年の全国における在

日中国人の帰化数は249件だが、1972年には1,303件、そして'973年には7,338

件に急増している。ここでも、台湾人の帰化はかなりの比率を占めていると

推測できる。

（２）帰化の動機

石垣島においても、1973年をピークに、台湾人住民のほとんどは家族ぐる

みの帰化を行った。前稿で述べたように、沖縄の本土復帰の数年前からパイ

ン産業は斜陽化し始めており、パイン生産と缶詰加工を担った台湾人の下層

労働者の多くは石垣島から去っていた。残ったのは、石垣島での定住を選ん

だ台湾人の人びとである。以下は、彼らの多くが帰化を行った動機について、

聞き取りの事例を踏まえて考察していきたい。

筆者が聞き取りをした人びとの帰化の動機は、①政情不安、②生活基盤の

保障、③石垣島への定住の意志であった。これらの要素は、相互に関連しな

がら家族ぐるみの帰化につながった。

Ａ家は、1973年に家族ぐるみで帰化している。Ａｌさんは当時40才で、

日本植民地下の台湾生まれであり、それまでの石垣島の生活歴は10年間であ

る。Ａｌさんが戦後、夫と４人の子どもとともに石垣島に再移住してきた

のは、ひとつには石垣島のパイン王であった父親を頼って仕事を得るためで

あり、もうひとつには長男が中華民国の兵役にとられる前に台湾を脱出する
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ためであった。夫婦とも日本植民地下の台湾生まれであるＡさん夫婦は、

子どもたちに日本の教育を受けさせたいと考えていた。

「帰化しないと子どもがかわいそうなのよ。結局もう、仕事について

も、臨時よれ。（日本国籍がないと）本採用、できなかったから｡」（Ａ１

さん）

Ａｌさんにとって帰化の直接の動機は、生活基盤の安定をはかるためだっ

た。それまで、夫は農業の「技術導入」という資格で在留資格をとっている

限り、それ以外の仕事につくことができなかった。さらに長男は、日本の大

学に合格しても奨学金が得られず、資格を得ても教員に本採用されなかった。

帰化によって、夫は自分の名義で不動産を買うことができるようになり、

Ａ家はＸ部落を離れて石垣市街地に移り、青果店を家族経営するようになっ

た。

Ｂｌさんも、1973年に両親ときょうだいの家族ぐるみで帰化している。石

垣島生まれのＢ１さんは25才だった。

「最初、日本人として来ていた父たちですね、（中華民国と）国交が

なくなって大使館もなくなると、そしたらどうなるんだという不安があ

りますよね。そういう政治レベルでの調整で、それまでは難しかった

(中華民国からの）国籍の離脱証明というのを発行しよう、帰化できる

ようにしようということになったんです。で、そのときに（日本の）役

所も協力してくれて、いろいろな書類を全部そろえてくれて。それまで

は、（帰化）したくてもできなかったんですよ。それが、技術導入でこっ

ちに来て、最低５年は住んでる人を対象に離脱証明が出る。３，４年し

か経ってなくても大目に見て、通ったんですよ。台湾に戻って生活しよ

うという気はさらさらなかったんですよ、親父も。（日本国籍がないと）
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選挙権もない、財産はもてても、それなりに外人の扱いをされますよね。

そういうのからして、（父親は）やっぱり子どもたちのためには帰化し

たほうがいいという、あれでしょうね｡」（Ｂ’さん）

最も初期の移住者の一人であるＢｌさんの父親が家族ぐるみの帰化を決

心した動機の一つは、子どもたちの結婚問題だったようである。Ｂ’さんの

姉二人とＢ１さんは沖縄の人と結婚したが、戸籍に入れないために肩身の

狭い思いをすることがあった。Ｂ１さんは、帰化の後に妻のＢ２さんと入

籍し、胎児認知をしておいた子どもたちとも同じ戸籍になった。

ｃ家は、1981年に家族ぐるみで帰化した。時期が他の家族よりも遅いの

は、末子に台湾で小学校を卒業させ、徴兵逃れ防止のための出国禁止にひっ

かからないうちに石垣島に呼び寄せてから、家族ぐるみで帰化したためであ

る。母親のＣ１さんは当時36才で石垣島での生活歴は16年、長男のＣ２さ

んは18才で石垣島での生活歴は６年だった。

「戸籍ないと、土地買う時に他人の名前を入れる（他人の名義で買う）

から大変さ。戸籍ができてから、自分の農地を買えた｡」（Ｃ１さん）

「土地とかお金も(台湾に)あるんだが、考えて、当時の台湾と日本を

比べたときに、どちらが住みやすいだろうかと考えたときに、まあ石垣

だろうということで、親父たちと相談して帰化申請をしたんですよ。目

的は（石垣に）住みたいのが第一だけど、僕は日本国籍取れば、（徴兵

逃れ防止のための出国禁止に引っかからずに）台湾に戻れる。まあ、観

光という形にはなりますけども。帰るために、日本の国籍が必要だった｡」

(Ｃ２さん）

Ｃｌさん夫婦は、パイン産業の最盛期に石垣島に働きに来た。７０年代には
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すでにパイン産業は傾き、夫婦は職を転々としていたが、それでも石垣島へ

の定住を決めたのは、日本には兵役がないためであり、急激に都市化した台

湾よりも石垣島のほうが生活環境がいいと判断したためだったｂまた息子の

Ｃ２さんにとって、帰化は定住化であると同時に、台湾への帰国のための方

途でもあった。

（３）帰化をめぐる意識

筆者が聞き取りをした範囲では、Ａ家、Ｂ家、Ｃ家のいずれにおいても、

帰化に際して、民族性を喪失してしまうという危倶や葛藤は表出しなかった。

ここでは、民族をめぐる意識と帰化との関連について検討したい。

帰化への抵抗感がほとんど見られなかった背景として、帰化によって台湾

人としての民族性が失われるわけではなく、むしろ帰化は子孫繁栄という台

湾人にとって最も尊い価値の実現につながるという認識があった。

確かに、帰化しない限り公務員になれず不動産の売買も困難であり、さら

に政情不安が追い風にあり、定住するには帰化しかないと思われる状況下で

の、他に選択肢のない選択なのだが、帰化は「抑圧」よりもむしろ「自己選

択」や｢達成｣という意味をもってとらえられていることが多いのである。

帰化が子孫繁栄につながるという意識について、筆者が帰化をめぐる意識

に関していろいろな人から話を聞いていたとき、1933年に農民として石垣島

へ来たという一人の老人はこのように語った。

「名前なんかどうでもいい（日本名に変わっても構わない)。それより私

は、孫が21人もいる。みんな生活できている。増えている。それが一番大事｡」

もちろん、台湾人も植民地下で民族性の剥奪を経験しており、Ａ１さん

の家族のように日本植民地下で富裕化したり、日本語の教育を受けてそれを

誇りに思った台湾人のほうが圧倒的に少数者である。また、戦前･戦中には

石垣島でも激しい暴力を含む台湾人の排斥運動があった。しかし、石垣島の

ほとんどの台湾人は戦争中にいったん台湾へ引き揚げている。戦後の移住者
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と再移住者は、自らの意志で移住してきたという点、また下層労働者の多く

は70年代にはすでにいなかったという点で、「剥奪」や「抑圧」の物語より

も、「自己選択」の物語や「達成」の計画を共有するのである。実際に家族

ぐるみの帰化は、商店の家族経営につながり（Ａｌさん、Ｃｌ・Ｃ２さん)、

沖縄の人との結婚を可能にした（Ｂ１さん)．

さらに、国籍を民族性とは切り離して生活手段と割り切る台湾人の処世術

も存在する。

「世界の華僑を見たらわかりますよ。家族が世界に散らばって、財産

ももって、何かあったら、大陸から中国軍が来たり台湾も共産化したり

したら、誰かが仕送りできるようにする。国籍もアメリカでも日本でも

取れるところで取って、どこかでは暮らせるようにしておく｡」（Ｂ１さん）

たとえばＣ家の移住戦略にかかっては、中華民国という国家は子どもの

教育機関として利用された後に、まるで季節が変わって適さなくなった衣服

のように脱ぎ捨てられている。Ｃｌさんはパイン産業の最盛期に、夫と共に

長女、三男を伴って石垣島に働きに来たが、幼児だった三男も学齢期になる

といったん台湾に戻し、祖父母が育てて台湾の教育を受けさせた。三人の男

児たちは全員、小学校卒業後、徴兵に取られる前に石垣島に呼び寄せ、三男

が来て全員揃ったところで家族ぐるみの帰化をしている。どこで生きても台

湾人なのだから、幼少のうちに中国語は学ばせておき、その後にどのように

生きるかは子どもたち自身に選ばせるという方針である。次男は本土でサラ

リーマンになり、三男は沖縄本島で教員になり、ほとんど中国語を忘れたと

いう。しかし長男のＣ２さんは中国語を生かして、台湾の農具、雑貨の買

いつけと卸売･小売業を家族経営で行うようになった。

Ｃ２さんの事例は、帰化が必ずしも日本人への同化を意味しないというこ

とを示している。中華民国籍のままだと、男子は徴兵逃れ防止のため、いつ
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たん台湾に入ると出国できなくなってしまうのだが、Ｃ２さんは帰化によっ

て自由に国境を移動できる身分を得て、中国語を十分に活かす仕事をするこ

とができた。毎月、台湾と石垣島を行き来し、両方の社会を見て、どちらに

も信頼できる仕事仲間がいるという職業生活を通じて、ｃ２さんは、自分が

日本人にはない多角的な視野を持つようになったと感じている。

「地元の（石垣の）人と一緒に入っている会があるんですよ。そこで

先輩が言うのは、『Ｃ君は若いのに世界のことをよく知ってる』と。台

湾は石垣、沖縄本島と比べても話にならないほど今発展してる。台湾、

中国、日本はどうなっていくのか。台湾はこうやってもっと発展していっ

て、そしたら日本に対する経済効果はどのくらいあるのか。そのうちに

石垣に対する経済効果はどのくらいあるのか。石垣は今後、どう発展す

るかを僕は考えているから。石垣の中にいるだけではぜんぜんわからな

い、その情報が、台湾に３日行くと、僕はわかる。来月のこと、さ来月

のことが、石垣ではどう観光で変わるかがわかる。感じる、ですかね.⑩｡」

(Ｃ２さん）

Ｃ２さんにとって、帰化はむしろ台湾との結びつきを深め、ボーダレスな

視野をもたらした。この場合、帰化は日本人化ではなく、台湾人として地域

社会の発展に貢献していくという姿勢につながったのである。

（４）なぜ「抑圧」の物語は共有されないのか

Ｂ１さんは、石垣島で多数の台湾人が帰化した1973年の光景について、次

のようにとらえている。

「帰化申請のときに、役所が八重山の華僑のために、助役が命令して

残業させて、何百人分もの書類を何日もかけて、帰化に必要な書類を全
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部作った。それだけこう、熱を入れてるんだ。それはなぜかと言ったら、

これまで荒地だった酸性の土地、山の斜面を、パインのおかげで倍以上

の農地が切り拓かれて、それをやってきたのは誰かと言うと華僑なんで

すよ。農業の改革者は、貢献者は誰かと。地元の人以上にがんばってき

たし、地元の人以上に道具、技術を使って。地元の人にどんどん苗を作

らせて、あんたらも儲けてくれ、そしてこれを広げてくれと、パインが

できたら売ってくれと。これをやったのが華僑だもの｡」（Ｂ１さん）

前稿で述べたように、石垣島の台湾人はパイン産業の興隆をもたらし、排

斥運動に直面した後は意識的に富の独占を避けて地域社会に貢献してきた。

狭い島の中で台湾人が排除されずに生きるためには、事業そのもので成功す

るだけではなく、積極的に地域社会に収益を還元し、地元の人びとと技術や

事業を共有する必要があった。Ｂｌさんは、その貢献ゆえに、台湾人が定住

を望んだとき、石垣島の役所は全面的な協力体制を作ったと考えている。こ

の文脈では、帰化は、台湾人の地域社会における一種の威信によって、台湾

人自らの努力の歴史によって達成されたものとして意味づけられている。

もちろん石垣島でも、日本国籍がないことによるさまざまな不利益が存在

した。しかし、それらの不利益は「不便」という言葉で語られ、民族に対す

る「抑圧」という認識は見られない。それは、台湾人がたんに地域社会に適

応しただけでなく、むしろ地域社会を担ってきた、石垣島を台湾人がよりよ

いものにしてきたという誇りに支えられた認識であるように思われる。

1940年に、八重山台友会は「たとえ地元の青年に殴られても絶対に暴力を

返してはならない。暴力行為があった台湾人は、理由を問わず台湾に送り返

す」という厳しい徒を同胞社会に課さねばならなかった5)。しかし、台湾人

は地元の人びととの衝突と緊張をはらんだ民族関係から出発して、1970年代

には地域社会で威信さえ持つ融和的な民族関係を達成しつつあった。その自

負が、帰化についての認識を形づくっているように思われる。そこでは帰化
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}ま、強いられた選択、民族に対する「抑圧」ではなく、むしろひとつの「達

成」であり、家族集団のさらなる繁栄という今後の達成目標に向けた手段と

見なされるのである。

3．沖縄本土復帰以降の台湾人社会

（１）集住部落の解体と職業生活の多様化

しかし、沖縄の本土復帰によって、石垣島のパイン産業は急速に斜陽化し

ていった。本土の大資本が海外から輸入した安価な冷凍パインを用いて大量

生産する缶詰とでは、競争にならなかったためである。さらに'980年に日本

政府は生パインの輸入を自由化したため、パインの価格は三分の－に下落し

た。パイン農場の縮小と缶詰工場の倒産･閉鎖によって、定住を選んだ台湾

人は生業を変更し、さまざまな職業につくようになった。Ａ家は青果店、Ｂ

家は換金作物を栽培する農業と観光農園の経営、そしてＣ家は台湾からの

農具、雑貨などの買いつけと卸売･小売業と農業を、それぞれ家族経営する

ようになった。その家族事業に加わらなかった成員は、沖縄本島や本土でサ

ラリーマンや教員になった。

職業生活の多様化に伴って、パイン農場と缶詰工場の労働者によって成り

立ってきたＸ部落からは人口が流出し、台湾人の集住地域は解体した。Ｂ３

さんはこの頃、父親のＢ１さんも通ったＸ小学校に通っているが、台湾人

の子どもは全校で４，５世帯分しかおらず、台湾人の子どもが占める割合は

父親の時代の５分の1に減少している。また、その子どもたちはほとんどが

家族ぐるみの帰化の後に生まれており、生まれながらに日本国籍をもってい

た。

「台湾系の血を引いてるということを話のネタにすることはあっても、

自分で、その、台湾人であることがどうのとかいうことを考えたことは
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ないですね。友達に、『俺よ、台湾系なんだぜ、名前、こんなして書く

んだぜ、珍しいだろう』っていうぐらいの感じですね｡」（Ｂ３さん）

Ｂ３さんがほとんど台湾系であることを意識しないのは、彼が次男で、

親から次世代の祖先崇拝の行事を担うことを期待されてこなかったためでも

あるが、同時に、生まれたときから日本国籍で、周囲の友達にもあまり台湾

人がいないという環境が背景にあると思われる。

一方、帰化、職業の多様化と集住地域の解体にもかかわらず、石垣島の台

湾人は、若い世代が中心になって同胞を再組織化していく。そこでは親睦と

相互扶助のネットワークが維持され、さらに民族の文化を次世代に継承しよ

うという試みが始まるのである。

（２）台湾人社会の再組織化

Ｘ部落を出た人びとの多くは、商業に適した石垣市の市街地に住むよう

になった。台湾人世帯が軒を並べ、パイン産業最盛期には地元住民の数を上

回ったかつてのＸ部落のような集住状態は、市街地では起こらなかった。

それでも、石垣市街地は自動車なら10分で誰の家でも訪ね合える小さな空間

である。帰化してここに骨をうずめるつもりで事業を始めた台湾人の人びと

は、お互いによく顔を合わせ、親睦を深めていた。

「(沖縄本島で働いていた頃は）社長は台湾人だったけど、私の場合

は、台湾系のってでの出資とか、就職斡旋とか、ほとんどなかったです。

(石垣島に）帰ってきて、まず町（市街地）の（台湾）人は全然知らな

いし、Ｘ部落の知り合いは子どもの頃のが１２～13名しかいないし。そ

れから（琉球）華僑協会に青年部ができて、Ｘ部落のもいるけどそれ

以外にも、石垣の（台湾人）社会が広がってきて、換金作物をやる仲間

でいろいろやるようになって。そういうのがなかったら、石垣来ても淋
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しい人生だったでしょうね。いろいろ助けてもらいましたよ。仲間がい

るから今までいられたかもしれんし。仕事でもなんでもお互い協力し合っ

てますから。金に困ってたら貸し借りするし｡」（Ｂ１さん）

Ｂ１さんは、1981年に琉球華僑協会青年会（後に青年部）が発足したとき

の、中心メンバーの一人である。台湾人の親睦と福利厚生をはかる組織とし

て、すでに琉球華僑協会があったが、ここには家長である１世の男性が入る

ことになっており、青年たちどうしが集まる機会はなかった。青年会は、ひ

とつには、石垣島の台湾人社会における世代の移行に伴って、青年たちによっ

て組織化された。

青年会発足のもうひとつの背景として、台湾人の集住地域の解体があるの

ではないかと思われる。地域共同体が解体し、さらに人びとが事業を新たに

始めようとしていたとき、同胞の親睦と仕事仲間の相互扶助をもりこむ器と

して、青年会は組織化されたのである。Ｂ’さんの語りからは、この組織が

コミューナルな性質、すなわち地縁性に基づく親和感を集住地域から引継ぎ

つつ、アソシエーショナルな機能、例えば融資や仕事上の協力関係をも併せ

持っていることがうかがえる。

（３）台湾人社会における民族文化の継承と獲得

琉球華僑協会青年部を支えてきたのは、Ｂ１さんのような戦前からの移住

者の２世だけでなく、Ｃ２さんのような、中華民国で生まれて石垣島に来た

｢新来者」の人びとである。８０年代以降の石垣島の台湾人は多様化しており、

戦前からの移住者とその子孫たち、戦後のパイン産業全盛期時代の移住者と

その子どもたち、そして「新来者」の人びとがいた。石垣島の「新来者」に

は、ｃ２さんのように、すでに家族が石垣島に移住していた人と、結婚のた

めに台湾からやって来る女性が多い。1997年に台湾人の子どもたちのための

中国語（北京語）講座が開かれ、次の世代への文化継承の試みが華僑協会青
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年部を中心に始まったとき、言葉のできる「新来者」の人びとは中心的な役

割を果たした。

その1人であるＣ２さんは、台湾人としての民族意識を強く持っている。

「僕自身は、（何人かと）聞かれたら常に台湾だと主張します。なん

で自信を持って台湾人と言えるかとなると、もちろん、台湾で生まれた

から台湾人だけれど、北京語も台湾語も流暢にしゃべれるし、理解でき

る。そして商売して、ちゃんと生活して、税金も払ってるから、立派な

日本の台湾人、日本国籍のね。言葉を生かした民間通訳もしてるし、ボ

ランティアでも役に立ってると思います。台湾の人はみんな役に立って

ると思います。だからみんな自信を持って（自分が台湾人だと）言って

いいと思うんです。自分としては、長男だから祖先崇拝の文化、清明祭

とかも継いでいきたいなと｡」（Ｃ２さん）

Ｃ２さんは、家庭でもときどき自分の子どもたちに台湾語で話しかけるよ

うにしている一方で、華僑協会が提供する中国語講座の世話役をしている。

週１回の中国語講座には小中学生12名、高校生と大人７名を対象とする２ク

ラスがあり、先生は台湾から結婚のために来た女性である。

中国語講座で教えられる「中国語」は、北京語である。Ｃｌさんの両親た

ちが話せる台湾語でなく北京語を教えるのは、「中国（中華人民共和国）で

も通じる標準語で有用性が高いから」だという。ｃ２さん自身は、台湾で母

語や生活言語として台湾語を身につけたが、小学校における学習言語は北京

語であり、教師は生徒たちが学校で台湾語をしゃべることを禁じていた。

｢新来者」の人びとは北京語も台湾語も使えるが、講座では北京語が選ばれ

た。中国語は、世代を越えて継承される民族の文化であると同時に、より機

能的なものとして、子どもたちの言語資本として位憧づけられているのであ

る。
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華僑協会青年部が中心になって行っている民族文化についてのもうひとつ

のとりくみとして、1996年に始まった、台湾の伝統芸能である蛇踊り（龍舞）

の石垣島祭への参加がある。

「もともと、（蛇踊りが）できるわけではなかったんです。華僑は、

何か会社を興して儲けて大きなピルを建てたのが華僑だというように見

せようというのじやなくて、台湾の文化だよと、中国の何千年の文化を、

僕らはできなかったのを習って、石垣市民に見てもらって、『あ、すご

いねえ』と言ってもらうと。それをもって、それは僕らに対する信用だ

と思ってるし。（母国文化の継承というだけでなく祭に）参加すること

を目的にやってますから・台湾人は、税金は仕方ないから払うけど、寄

付とかあんまりやってない。それじゃあいかんなあと思って、僕も何か

して、台湾の文化を残せるものがいいなあと、それで蛇踊りを選んだの。

見せるために、何人も汗かいて一生懸命やって。まだ３年目にはいった

ばかりだから、まだ台湾の文化いっぱいあるから、今後はまたそれに移っ

ていきたいな｡」（Ｃ２さん）

石垣島では、1997年に島で最後まで稼動していたパイン缶詰工場が閉鎖し

た。パインの栽培そのものは規模を縮小しながらも続いているが、パイン産

業は完全に終息したのである。台湾人のパイン産業をめぐる貢献が過去の歴

史になろうとしていたとき、まったく新しい地域社会への参加のかたちが模

索され始めたことは、きわめて興味深い。

蛇踊り（龍舞）は、戦前の石垣島における台湾人社会でも、パイン産業最

盛期のｘ部落でも行われてはいなかった。したがって、上の世代から継承

されたのでなく、青年たちによって目的的に穫得された文化だと言える。そ

れは台湾の伝統文化のシンボルとして選択されるのだが、そこで目指されて

いるのは、同胞の結束を強めるだけでなく、石垣島の地域社会に民族の文化
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を活かして参加し、地元の人びとと共に楽しむという、脱パイン時代の新し

い民族関係なのである。

4．石垣島における重層的な民族関係

（１）石垣島と台湾の間の人の移動

ここまでの稿では、石垣島の台湾人社会が、帰化、集住地域の解体を経て、

相互扶助と文化継承のネットワークを維持してきた過程について記述してき

た。そこでは、なぜ石垣島の台湾人社会において「抑圧」の物語が共有され

てこなかったのかを、台湾人の人びとの体験を踏まえて考察してきた。それ

について、逆に石垣島の側の事情から考えると、まず、植民地時代の石垣島

から台湾への大量の人の移動が挙げられる。前稿で述べたように、石垣島の

人びとにとって台湾は、就労や進学の機会を提供してくれる先進的な都市で

あり、第二次大戦末期の疎開先であった。台湾と石垣島との間に双方向的な

人の移動があったことは、石垣島における民族関係に大きな影響を及ぼして

いると思われる。

「石垣の人っていうのは台湾に、疎開とか出稼ぎに行って、台湾の人

にお世話になったと今でも僕らにお礼を言うんだけど、ほんとにそうい

う人が多いんですよ、今でも。友達がいっぱいいるとか。そういう中で

僕らが今度、逆にこっちに来て暮らしてますよね。お礼を言うくらいだ

から悪いイメージは持ってないと思うんですよ。あとはもう、僕たちの

努力ですよね。悪いことをしない、一生懸命仕事をして、見えるような

形でがんばってきてるでしょう｡」（Ｃ２さん）

もちろん、双方向的な人の移動があったからといって最初から石垣島に融

和的な民族関係があったわけではない。以下は、石垣島における関係性が変
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化していったことを示す一つの指標として、台湾人と地元の人びととの通婚

を取り上げたい。

（２）台湾人の結婚の多様化

戦前移住者のＡｌさんの定位家族では、両親はもちろん、本人を含む５

人の子どもたちはすべて台湾人と結婚している。一方、生殖家族では、長男

と次男の二人とも石垣島の女性と結婚した。

２世のＢ１さんの母親は台湾からの呼び寄せ婚でやって来た。両親が結

婚した1940年代の頃は、石垣島において台湾人と地元の人との結婚はほとん

どまったく行われていなかったためである。しかし２世であるＢｌさんの

きょうだいの６人のうち、結婚した５人は誰も台湾人を配偶者に選ばなかっ

た。宮古の人との結婚が２組、沖縄本島出身の人との結婚が２組、そして本

土の人との結婚が1組あった。そしてＢｌさんの息子のうち、結婚している

長男の配偶者は沖縄本島出身の人である。

戦後移住者のＣｌさんは、台湾で結婚してから移住した。生殖家族では、

結婚した４人の子どもたちのうち、長男のＣ２さんだけが台湾から配偶者

を迎えている。それは石垣島で配偶者を得られないからではなく、長男とし

て台湾の伝統的な行事や習慣を積極的に継いでいきたいと考えるＣ２さん

自身の選択によるものだった。

このように見ると、筆者が聞き取りをした範囲では、石垣島における台湾

人と地元の人びととの間の通婚は、世代を経て一般化してきた。とくに帰化

の後は国籍のネックがなくなり、３つの家で、台湾人であることが結婚の障

害になったという事例はなくなった。一方で、Ｃ２さんのように、台湾に配

偶者を求める人もいる。それも「長男は必ず台湾から嫁を」といった規範が

あるわけではなく、結婚の選択肢は多様化していることがうかがえる。

台湾人と結婚した沖純人にとっては、通婚には障害があったのだろうか。

沖縄本島出身のＢ２さんは、1970年にＢ１さんと結婚するにあたって、日
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本国籍と戸籍がないという理由で両親に反対されたが、台湾人との結婚を忌

避するという意識は両親にもなかったという。

「ここ（Ｘ部落）にいると、全然意識ないけど、周りに（台湾人と

結婚している日本人）いっぱいいるしね。そういう２世もいっぱいいる

から。ただね、同窓会なんかで通知がきて、電話がかかるでしょう。

『あんた、台湾人と一緒なんだってね』とかそういう風なこと言われる

とね、ああ、周りはそう見るんだなって、ちょっと意識するね｡」

＜長男の嫁として台湾のお家に嫁いできて、習慣が違ったりというこ

とはありましたか？＞

「だいたい一緒。先祖崇拝っていうのは、台湾も（沖縄も）大体一緒

ではあるの。（行事の時には）義母が料理を作って接待するのをもちろ

ん手伝いますよ。でも、強いて教えなかったしね、強いて台湾式でやれっ

ていうあれでもなかったしね。結構、私流に、私の代からは沖縄ふうも

取り入れてという感じで。まるっきり純粋の台湾式というのではなくて、

地元には地元のあれがありますでしょう。そういう、八重山式と沖縄式

と台湾式（を取り混ぜて)｡」（Ｂ２さん）

Ｂ２さんの語りからは、台湾人との結婚生活において違和感があまり表

出しない要因として、通婚の一般化と集住という環境、そして台湾文化と沖

縄文化の類似性があることがうかがえる。

（３）重層的な民族関係と変化する境界（エスニック・バウンダリー）

Ｂ２さんは、Ｂ１さんと結婚するにあたって、台湾人をあまり異質なも

の、遠いものとして感じなかった。そこには「日本人（本土の人）よりは台

湾人の方が近い」という感覚があったという。
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「私、個人的にはどっちかといえば台湾の人の方が（本土の人よりも）

つきあいやすいかな。……昔、私たちが就職する頃は、（本土に行くの

に）パスポートが必要だったんですよ。だからそういうことからしてね、

かなり、異国っていうね、違和感が強かったのでね。それが尾を引いて

る。でも子どもたちはもう、（本土は）近いですしね｡」（Ｂ２さん）

本稿の第２章で、本土復帰前の台湾人は、日本から周辺化された沖縄にお

いてさらに二重の周辺化と言うべき状況にあったと述べた。沖縄人もまた、

日本国民としての法的地位から排除されている。その時代を生きたＢ２さ

んは、沖縄人一日本人の距離よりも、沖縄人一台湾人の距離を近しく感じて

きたのである。沖縄人も台湾人も、本土への渡航の自由のない沖縄で暮らし

ているという点では同じであった。

台湾人一沖縄人の境界（エスニック・バウンダリー）が、沖縄人一日本人

の民族関係に直面する中で後退するという状況は、沖縄の本土復帰後も、

Ｃ２さんが経験している。Ｃ２さんは、Ｐ県の専門学校でいじめを経験した

が、それは台湾人に対してでなく沖縄人に対してのいじめだった。

「宿舎で、沖縄の人を仲間はずれにしようと、そういうのがありまし

た。それで喧嘩になったというのがあります。石垣から２人と本島から

５人、行ってたんですが、それはもちろん負けられませんから、僕一人

では台湾で弱いから、一応沖縄グループで固めてやっつけました。それ

はもちろん沖縄の勝ちです｡」（Ｃ２さん）

Ｃ２さんは、沖縄県外に移動したときに、沖縄人一日本人の関係を体験し

た.そのとき、Ｃ２さんは周囲から沖縄人の－人として扱われ、自分自身も

沖縄人としていじめに反撃している。その「沖縄人」の中には石垣出身の人

と本島出身の人がいて、その中に台湾生まれのＣ２さんもいるという具合
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に、その構成要素は多様だった。それが沖縄県外という環境で沖縄人を対象

とする剥奪状況に直面したとき、内部の多様な要素がお互いを隔て合う境界

は後退して、いかに沖縄グループで反撃するかという課題が前面に出てきた。

境界は、沖縄人を一つにまとめるかたちで描かれたのである。しかし、その

後のＣ２さんが一貫として沖縄人としてのアイデンティティーを持つよう

になったわけではない｡ｃ２さんは台湾人としてのアイデンティティーを持

ちながら、状況によっては沖縄グループの一員として剥奪状況に立ち向かう

のある。また別の場面、例えば結婚に際しては、ｃ２さんは台湾から配偶

者を招いている。それは石垣島で、台湾の生活習慣や文化を継承しながら定

住するためであり、ここでは、石垣島で少数者である台湾人として生きると

いう課題に焦点が置かれている。配偶者選択においては、ｃ２さんの境界は

石垣島という地理的な空間を越えて描かれている。

石垣島の台湾人は、世代による違いだけでなく、ひとりひとりの生活史の

中でも、さまざまな民族関係を体験している。そこでは、台湾人一沖縄人の

関係は日本人一沖縄人の関係と重層的に重なり合い、また沖縄人というカテ

ゴリーの中に石垣出身、宮古出身、本島出身といったサブ．カテゴリーがあ

る。状況によって、一つの関係性が前面に出て、それに伴って一つの境界が

描かれるが、それは固定的なものではない。状況の変化によっては別の関係

性が前面に出て、それに伴って別の境界が浮上してくるのである。

さらに、地域社会の文化櫛造が境界に影響を及ぼしている。Ｂ１さんは、

小学校のとき、学校の生徒の約半数を占めた台湾人の子どもが沖縄人の子ど

もと二手に分かれて石投げの「戦争」をやりあうのを見た。

「私は中間にいて、どこにもつかない感じだったんですよ。いや、私

自身が、親が台湾語使っても受けつけなくて。なぜ日本語が上手かって

言われるんだけど、沖縄人よりも日本人らしい日本人になろうと思った

からね、僕は｡」（Ｂ’さん）
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Ｂ１さんは、沖縄人の教師が方言を使う子どもに体罰をふるう教室で学ん

でいた。本土復帰を希求する戦後の沖縄の、沖縄本島よりもさらに周辺化さ

れてきた石垣島では、沖縄本島以上に徹底した標準語教育が行われていた。

Ｂ１さんの「沖縄人よりも日本人らしい日本人になりたい」という願いの背

景には、沖縄文化と台湾文化がともに、日本文化に対して劣位なものとして

位置づけられていた当時の文化構造と、劣位な者どうしの、わずかな優位を

めぐる葛藤をはらんだ民族関係があったと思われる。このように、境界は、

ひとりひとりの生活史の場面に応じて変化するだけでなく、地域社会の文化

構造から少なからぬ影響を受けているのである。

（４）台湾人社会の多様化と民族意識

本稿では、石垣島における台湾人と沖縄人の民族関係の変容過程について

記述してきた。それは筆者が聞き取りを行った５名の台湾人と、配偶者であ

る１名の沖縄人女性の事例に基づく考察であり、そこからすぐに石垣島の台

湾人すべてに当てはまる何らかの一般法則を導き出すことはできない。ここ

では試論としての稿を閉じるにあたって、聞き取りの中から浮上した今後の

課題について記しておきたい.それは、今後の石垣島の台湾人社会の多様化

をめぐる問いである。「新来者」の人びとと、戦前からの移住者あるいは戦

後のパイン労働者をルーツに持つ２世、３世の人びととの間で、民族性をめ

ぐる意識は異なっていくのだろうか。

戦後移住者の２世であるＢ１さんと沖縄女性のＢ２さんの息子であるＢ３

さんは、「僕に台湾へのこだわりがないのは次男というのが大きいのですが」

と断りながら、次のように語ってくれた。

「台湾人で生まれたことにネックを感じたこともないし、メリットを

感じたこともないですね｡」

＜小学生の頃は琉球民謡を格好悪いと思ってて、大学生になってから

－１２３－



琉球大学法文学部紀要人間科学第８号2001年９月

良さがわかって三味線を弾いたりする子はいますが、そういう回帰は､＞

「台湾では盛り上がれませんからね。琉球三味線については、三味線

の良さがわかってきたんじゃなくて、（沖縄ブームという全国的な潮流

の中で）三味線が盛り上がれるものだということがわかってきたってい

う。台湾については、今、なんとなく言えることは、台湾であることを

大事にしてるのは、もうもともと台湾人だった人だけじゃないかと思う

んです。僕は日本で生まれて、生まれたときから国籍は日本ですから。

日本人で生活してて、（台湾のことを）別に出す必要ないですからね。

そんなのを出してどうするの？って感じもしますし｡」（Ｂ３さん）

Ｂ３さんの台湾に対する意識は、毎月のように台湾と石垣島を往復し、

台湾人であることを活かして事業を行っているＣ２さんの意識とはかなり

異なっている。戦前からの移住者にルーツをさかのぼれば３世で、ただし家

族ぐるみの帰化の後に生まれたＢ３さんと、台湾生まれの「新来者」で、

家族ぐるみの帰化に際しても家族の話し合いに参加しているＣ２さんは、

同じ「台湾人」とひとくくりに呼称されていても、多くの面で異なる生活史

を生きてきたことが、意識の違いの背景にあるように思われる。

しかし、石垣島の台湾人社会は、おそらく旧移住者とその子孫「新来者」

というかたちでは分化しないと思われる。というのは、石垣島においては、

｢新来者」の人たちは就労や就学を目的に単身で来るのではなく、何らかの

家族・親族結合に含まれるかたちで移住してくるからである。石垣島では、

戦前からの移住者や戦後のパイン産業全盛期の移住者にルーツを持つ家庭に、

｢新来者」が加わって家族が増えていくというかたちが珍しくない。Ｃ２さ

んも、親のルーツから見ればパイン労働者の息子ということになるが、２世

ではなく、本人も台湾生まれの台湾育ちである。石垣島の台湾人社会は、

｢新来者」からはネイティブな中国語という言語資本や台湾人としての意識

を吸収し、戦前からの移住者とパイン産業全盛期の移住者にルーツを持つ家
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族からは地域社会の中で時間をかけて達成されてきた台湾人の威信を継承し

ている。また、Ｃ２さんのようなどちらにもまたがる人材が、そのメリット

を十分に自覚した上で活躍している。戦前からの移住者およびパイン産業全

盛期の移住者と「新来者」をつなぐものは、石垣島に定住していこうとする

意志である。両者は、おそらく今後も相互に補いあいながら、脱パイン時代

の新しい民族関係を蓄積していくのではないかと思われる。

付記：聞きとり調査にご協力下さった皆さんに心から感謝いたします。なお、

本稿は、1999年の西日本社会学会大会での報告内容に加筆訂正して作

成したものです。報告会場で有益なコメントを下さった皆様、とくに

大阪市立大学の谷富夫先生に記して感謝いたします。

注）

１）田中宏「日本における外国人の人権保障とその系譜」

田中宏．江橋崇編『来日外国人人権白書』（明石書店，1997年）

ｐ24参照。

２）琉球列島米国民政府指令第５号（1954年６月21日）「永住許可について」

参照。

３）永野武『在日中国人歴史とアイデンティティ』（明石書店，1994年）

ｐ､222参照。

４）台湾一石垣島間の人の移動は、石垣島の経済に大きな影響を及ぼして

いる。平成12年法務省出入国管理統計年報によると、その年に石垣島で出

入国した台湾人は18,956人であり、石垣島で出入国した外国人の約99％を

占めている。

５）林発『沖縄パイン産業史』（沖縄パイン産業史刊行会、1984年）ｐ､51参照。
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