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石垣島の台湾人

一生活史にみる民族関係の変容一（－）

TheTaiwanesemlshigakilsland
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野入直美

ＮａｏｍｉＮｏｉｒｉ

本稿は石垣島の台湾人の生活史の事例から、石垣島における台湾人と沖縄

人の民族関係の変容過程をとらえようとする試論の前編である。ここでは、

戦前から復帰前までの台湾から石垣島への人の移動と、石垣島における台湾

人社会の生成と変容の過程をとりあげる。台湾から石垣島への人の移動は、

戦前と戦後を通じて、台湾人実業家が石垣島にもちこんだパイン産業によっ

て形成されてきた。戦前期については、パイン産業の萌芽と台湾人移住の始

まり、国家総動員体制下での沖縄人による台湾人排斥を中心に記述を行う。

そして戦後期については、パイン産業が石垣島の基幹産業となるなかで台湾

人が集住部落を形成し、沖縄人との民族関係が変化していく過程と、復帰前

の移行期における台湾人の職業の多様化について記述する。本稿の続編では、

復帰後の台湾人社会について、大量の帰化、世代の移行と家族生活の変容、

職業の多様化を中心にとりあげ、それらの変化にもかかわらず相互扶助のネッ

トワークが維持されてきた過程について検討する。

キーワード：台湾人、民族関係、生活史

１．はじめに

（１）エスニシテイをめぐる理論的枠組みと生活史調査
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石垣島の台湾人（野入）

ここでは、私が石垣島で1997年と98年にインタビュー調査を行った台湾人

とその配偶者である沖縄人女性のうち４名の生活史の記録をもとに、石垣島

における台湾人と沖縄人の民族関係の変容過程をとらえることを試みる。イ

ンタビュー調査は継続中であり、本稿で扱える事例は少数であるため、本稿

は現象の記述および仮説索出のための試論とさせていただきたい。

石垣島は人口約４万３千人、外国人登録者数176人のうち中国人は37人で

ある｡')。そのなかには、戦前の日本植民地下の台湾からの移住者、戦後の

中華民国からの移住者と、大陸から来た中国帰国者、そして彼らの子孫が含

まれる。そして、かつて中華民国の国籍を持っていて帰化した人びとが、外

国人登録をしている中国人の人数をはるかに上まわって存在する。台湾人の

同郷者組織である琉球華僑総会八重山分会（以下、華僑総会）によると、帰

化した人びとを含めて台湾人は約200世帯、およそ600人いると推定されてい

る。以下は、帰化した人びとを含む台湾人の生活史の記録から、石垣島の台

湾人社会の生成と変容の過程を読みとっていきたい゛2)。

石垣島の台湾人は、戦前の日本植民地下の台湾からの移住者とその子孫、

および戦後の中華民国からの移住者とその子どもたちである。台湾中部の彰

化や台中出身の人が多く、もともと自分たちの先祖は中国大陸の福建から台

湾に移住してきたというようにルーツは語り継がれている。したがって彼ら

が「台湾語」と言うとき、それはしばしば福建語をさしている。日本植民地

下の台湾からの移住者は、教育歴の高い富裕な階層の人びとは日本語の標準

語を、農民や労働者は福建語を話していた。戦後の中華民国からの移住者は

北京語を話す。現在は、ほとんどの人が家庭で日本語を話している。

石垣島において特徴的なのは、戦前の移住者がいったん台湾に疎開し、戦

後に再移住した事例が多いことである。そのためにここでは戦前の移住者を

オールドカマー、戦後の移住者をニューカマーとする分類方法は採用しない。

再移住者が多いのは、空襲の激化でいったんほとんどの台湾人が石垣島を

離れたためであり、さらに戦後の石垣島に台湾人労働者をひきよせる就労機
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会があったためである。戦前に台湾人実業家が石垣島で興しつつあったパイ

ン産業は60年代に最盛期を迎え、「技術導入」と呼ばれた農業技術者と、パ

イン農園と缶詰工場で働く労働者が台湾から移住してきた。石垣島の戦前と

戦後の台湾人移住は、どちらもパイン産業によって形成されている。

今回の聞き取り調査はすべて日本語で行われた。協力をいただいた対象者

には、日本植民地下の台湾からの移住者１世、２世、その沖縄人配偶者、父

親からたどれば3世にあたる人と、戦後に中華民国から移住してきた人びと

が含まれる。

調査手法として生活史調査を選んだのは、ひとりひとりの個人によって意

味づけされ、生きられた民族関係を知りたいと考えたからである*3)。ここ

でいう民族関係とは、異なったエスニック・グループに属する人びとの間の

社会的な諸関係を意味する。日本一台湾関係の変動や地域社会の構造がもた

らす生活条件は、個人が経験する民族関係にどのような影響を及ぼしたのか。

彼らはどのようにそれらの社会構造と社会変動を主観的に意味づけ、自分の

生活をつくりあげていったのかを、生活史の記録は示してくれる。

さらに、エスニシテイの主観的な側面を明らかにしたい場合、生活史調査

は有効だと思われる。ここでは、エスニシテイをめぐる理論的な枠組みを簡

単に整理しておきたい。

人種（race）が、肌の色などの身体的な差異にもとづいて、特徴を共有す

る人びとを強制的にカテゴライズする概念であるのに対して、エスニシテイ

は第一に、地縁．血縁を通じて共有される血統およびそれへの信仰、言語、

宗教、`慣習、そして同族．同郷の人びとの間の「原初的な親近と愛着」の感

情である（原初的エスニシテイＷ)。エスニシテイは第二に、エスニックな

集団がなんらかの社会経済的、もしくは政治的な目的のために組織ざれ活動

するとき、同胞の人びとを動員するために、そして他の集団に対して権利を

主張するために掲げる文化的なシンボルである（動員的エスニシテイル現

実にはふたつのエスニシテイは混在していることが多いが、いずれにとって
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石垣島の台湾人（野入）

も重要なのはエスニシテイの主観的側面である。人種が強制的なカテゴリー

であるのとは対照的に、エスニシテイは親密な共属感情や、文化の意識的な

選択と穫得を含んでいるからである｡‘)。主観的な意識を時間的な幅をもっ

て描く生活史の記録は、個人のエスニックな属性にたいする主観的な意識、

すなわちエスニック・アイデンティティが、他の集団との関係の中でどのよ

うに変容していくかという過程を把握しようとする試みにおいて、有効であ

ると考えられる。

（２）石垣島の台湾人の事例が示唆するもの

事例の記述と分析にはいる前に、問題の所在と課題を整理しておきたい。

私は、石垣島の台湾人の生活史の事例にもとづいて、民族関係の社会学的

な分析枠組みに二つの提案を行うことができるのではないかと考えている。

第一は、これまでエスニック・マイノリティの剥奪状況に焦点をあてること

の多かった民族関係の分析枠組みに、エスニック・マイノリテイによる地域

社会への貢献という視点をもちこむことである。第二は、マジョリティーマ

イノリテイという単線的で固定的な関係ではなく、境界（エスニック・バウ

ンダリー）がさまざまなライフステージの段階によって変化する、重層的な

変容過程として民族関係をとらえる枠組みをつくっていくことである。

まず第一の点について、これまでの在日中国人研究をふまえて検討したい。

「なぜ、在日中国人問題（こう呼んで差し支えなければ）は、激しい形で

表面化していないのだろうか？」という興味深い問題提起がある（永野武

｢在日中国人｣)。在日中国人のエスニシティは、原初的なかたち、すなわち

血縁や地縁によって伝えられ共有される言語、宗教、`慣習を一定保っている

ようにみえる。その意味では日本人に同化していないにもかかわらず、なぜ、

たとえば在日韓国人のようには、在日中国人として人びとを動員することが

少ないのか、という問いである゛`)。

この問題意識は、「在日中国人の潜在`性」に焦点をあてている。従来のエ
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スニシテイをめぐる社会学的研究は、世界中で顕在化しているエスニック紛

争、エスニック・マイノリテイの剥奪状況とエスニック・グループによる自

己主張の高まりをとりあげてきた。それにたいして、あたかもそれらの潮流

に逆行するかのような「潜在`性」そのものを分析の課題に位置づけた永野氏

の着眼点は、エスニシテイ研究においてユニークな位置をしめている。

永野氏は、「華僑」とひとくくりに呼ばれる人びとの多様性、あるいは分

裂の過程を丹念に解明している。「華僑」にとって重要な帰属集団は常とい

う同郷団体、主として商人の仲間組合であり、「地縁と業縁を支柱とした同

郷論理」は国家の論理よりもはるかに現実的な手触りと意義をもつ。相互扶

助や祭礼行事については、それぞれに完結した「地域華僑社会でことたりる」

ために、より広く中国人として連帯する契機が兇出だされにくいｗ)。さら

に在日韓国人との比較において、戦後、強制連行された下層労働者が中国人

の場合はかなりの割合が帰国できたこと、そのために在日韓国人とは社会階

層が異なり、エスニック・グループが共有する「苦痛の共通`性・共時性」が

見えにくいことが指摘されている*8)。

石垣島においても、永野氏が指摘した在日中国人の「多様性」と「共通の

苦痛の欠如」はみてとれる。

台湾人と中国帰国者は、中国人というひとくくりの呼称とは別に、それぞ

れの地縁・血縁関係の中で生きている。また、かつて西表島の炭鉱や石垣島

のパイン農場、缶詰工場で働いた台湾人下層労働者の多くは、それらの産業

が衰退した後に帰国あるいは移住したので、定住を選んだ人びとは共通する

剥奪経験や貧困の物語をもたない。

さらにこれらのことに加えて、私が石垣島で見出だしたのは、台湾人がパ

イン産業を中心に石垣島の産業化と雇用の創出に重要な役割を果たし、とき

に排除されつつも台湾人の集住部落が一種の威信をもった歴史だった、,)。

そして若い世代の人びとは、台湾人の地域社会への貢献に照らして、親の世

代よりよくなった自分自身の民族関係を語るのである。
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石垣島の台湾人（野入）

もちろん、石垣島の台湾人に否定的な経験がなかったわけではない。しか

し、これまでエスニック・マイノリテイの貧困や被差別体験と、それを克服

する闘いを焦点化することの多かった民族関係の分析枠組みに、地域社会へ

の貢献という視点をもちこむための具体的な事例として、石垣島の台湾人の

体験を位置づけることができると私は考える。

第二の点、境界（エスニック・バウンダリー）の変容については、台湾一

沖縄という単線的な関係ではなく、台湾一石垣島、石垣島一沖縄本島、沖縄一

日本という重層的な関係の文脈のなかでエスニック・アイデンティティの変

容を読みとく必要があると思われる。

石垣島の沖縄人は、台湾人にたいしてマジョリテイでありつつ、日本人、

ときには沖縄本島の沖縄人にたいしてマイノリテイとなることがあった。沖

縄では、戦前・戦中と戦後の50～60年代まで、方言札を用いた標準語教育が

行われた*'０１。石垣島では、「国民」としての日本人を創造する過程で、沖縄

と台湾の文化がともに劣位に序列化され、その劣位の内部で民族関係の対立

や葛藤が生じたのである。しかし60年代にパイン産業が石垣島の基幹産業に

なり、台湾人の貢献が地域社会において認知されていく過程で、民族間の対

立や葛藤は表出しなくなった。

７０年代になると県外で就学・就労する台湾人が増加する。生活史の事例の

なかに、台湾人が県外では沖縄人というマイノリテイ・グループの一員とし

て扱われ、自分も沖縄人という自覚をもって沖縄人いじめをする日本人を逆

襲したというエピソードがある掌u)。このように、個人の生活史の場面に応

じて、また文化的な構造と産業構造の変動から影響を受けて、境界（エスニッ

ク・バウンダリー）はさまざまに変容するのである。

以下は、石垣島の台湾人の生活史の事例から、個人によって経験される集

団の境界の変容過程を、地域の社会構造と社会変動の過程に照らしあわせて

読みといていきたい。
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（注）

＊１）石垣市住民課資料外国人登録国籍別人員調査表より。1999年８月

末日現在の数である。中国人は1990年代半ばまでは国籍別外国人登録者の中

で最も数が多かったが、現在ではフィリピン人（52人）がこれを上回ってい

る。

＊２）1973年に中華民国籍を持つ人びとが、日本政府と中華民国との国交

断絶をめぐる不安のために全国的に大量に帰化した。石垣島では、戦前から

の移住者とその子どもたちのほとんどが帰化したと思われる。そのために、

中華民国籍を維持している人びとと帰化した人びとの間の緊張関係というも

のは生じにくい。石垣島では、帰化した人びとも華僑総会の運営にたずさわ
トウテイゴンシイ

リ、台湾式の法事をとりおこない、土地公生（ﾆﾋ地公祭と呼ばれる地域社会

の華僑総出の祭礼行事。以下、土地公祭と記す）に参加している。以上のこ

とから、本稿では、石垣島の台湾人というカテゴリーに帰化した人びとを含

めることにする。

＊３）民族関係にアプローチする手法としての生活史調査については、拙

著「在日コリアンの子どもたち－生活史調査に見る仲間形成一」谷富夫編

｢ライフ・ヒストリーを学ぶ人のために」（世界思想社、1996年）を参照頂き

たい。

＊４）人種とエスニシテイの定義は、JohnRex，Ｒａ“α"dEthnZCjty，

（OpenUniversityPress，1986）pl8～29を参照している。なお、本文

中の「原初的な親近と愛着」はアイザックスが最初に用いた表現である。

最近の在日中国人の研究については、エスニシテイの原初的性質をより重

視したものとして過放「在日華僑のアイデンティティの変容一華僑の多元

的共生一」（東信堂、1999年）があり、動員的性質に着目したものとして永

野武「在日中国人一歴史とアイデンティティー」（明石書店、1994年）があ

る。

＊５）もちろん、エスニシテイを把握する上で、実際に話されている言語
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石垣島の台湾人（野入）

や経験されている文化的'慣習の具体的なディテールをふまえることはきわめ

て重要である。ただ、たとえば血統について、十数世代をさかのぼる血統の

客観的な真偽よりも、その血統への信仰やそれを重んじる価値観といった主

観的な意味づけが、社会的な行為や社会関係をもたらすものとしてより重視

されるべきだと思われる。

＊６）永野武「在日中国人』（明石書店，1994年）９～12ページ。

＊７）永野武、前掲書、８５ページ。

＊８）永野武、前掲書、207～213ページ。

＊９）その証しとして、たとえば石垣市長が台湾人の土地公祭に出席して

きたことや、大量の帰化に際して石垣市役所が全面的な協力体制をとったこ

となどが語られる。

＊10）戦前の沖縄における標準語励行運動は、沖縄人によって生活水準の

上昇手段として受容され、積極的にすすめられていた。そのことは1940年の

｢沖縄方言論争」で、民芸運動家の柳宗悦による沖縄語と沖縄文化の保存の

訴えに対して、沖縄側から反発があったことからうかががえる。戦後も、標

準語教育は沖縄人教員によってすすめられた。その背景には、戦前からの教

員によって戦後の教育が担われたこと、敗戦と民主化による価値観の混沌に

たいして風紀のひき締めがはかられたこと、そして本土復帰の希求のなかで

日本人としての教育が求められたことがある。これらの経緯は、小熊英二

｢＜日本人＞の境界一沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮植民地支配から復帰運動

まで－』（新曜社、1998年）に詳しい。

＊11）このエピソードは復帰後のものなので、本稿の続編でとりあげる。

２．調査対象者のプロフィール

調査に協力をいただいた対象者のプロフィールは以下の通りである。戦後

の移住者は、戦後初めて移住した人として本稿で扱うのはＣ１さん一人だが、

Ａｌさん、Ｂ１さんの両親は再移住者としてこのグループにも属する。なお、
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本稿の続編ではあと数名の生活史の事例を含めて分析を行う。

〈戦前の移住者とその家族〉

Ａ１さん：１世、女性、1933年日本植民地下の台湾生まれ。

国籍…日本国籍→中華民国国籍→1973年に帰化（40才)。

移動…石垣島へ（６才）→疎開で台湾へ（12才）→石垣島へ（36才）

略歴…石垣島にパイン産業をもたらした台湾人実業家の娘として生まれ

る。石垣島に来ていた父親のもとへ移住したが、空襲の激化によっ

て家族で台湾に戻る。そこで台湾人男性と結婚。長男が15才にな

る前に石垣島へ再び移住し、台湾人の集住するＸ部落で夫と農場

を経営する。パイン産業が斜陽化した後はＸ部落を離れ、現在は

石垣市の市街地で商業を営んでいる。

Ｂ１さん：２世、男性、1948年石垣島Ｘ部落生まれ。

国籍…中華民国国籍→1973年に帰化（25才)。

移動…沖縄本島へ（19才）→石垣島へ（32才）

略歴…日本植民地下の台湾から移住した両親の間に生まれる。父親は戦

前は農民だったが、戦後は同郷者の台湾人実業家を助けて台湾か

ら工場労働者を募集してくる仕事についた。本人は沖縄本島の高

校を卒業後、沖縄本島で台湾人の経営する貿易会社に勤務し、そ

のときはじめて台湾語を覚えた。沖縄人女性のＢ２さんと結婚し、

Ｘ部落に戻って農業に従事する。華僑総会の運営には積極的に参

加している。

Ｂ２さん：沖縄人女性、1947年沖縄本島生まれ、Ｂ１さんの配偶者。

国籍…日本国籍。

略歴…沖縄本島でＢｌさんと知り合い、両親の反対を押しきって結婚し

た。夫とともにＸ部落に移り、農業に従事する。台湾語はまった
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石垣島の台湾人（野入）

〈話せないが、怯事のときは台湾の料理をつくる。

<戦後の移住者〉

Ｃｌさん：女性、1945年台湾生まれ。

国籍…中華民国国籍→1981年に帰化（36才)。

移動…石垣島へ（20才）

略歴…1965年、台湾人の親戚の紹介で、夫と石垣島に移住し、サトウキ

ビ刈り・パイン栽培労働者として働く。帰化した後、土地を買っ

て農業に従事できるようになった。台湾においてきた息子たちは、

１４才になる前に沖縄に呼び寄せた。現在は石垣市の市街地で台湾

の雑貨．農機具輸入と小売業を営む。月に２，３回、台湾人の商

売仲間の女性たちといっしょに台湾に仕入れに行く。

３．戦前・戦中における台湾人移住者

（１）石垣島から台湾への人の移動

石垣島における台湾人と沖縄人の民族関係は、戦前・戦中の石垣島から台

湾への人の移動を踏まえてとらえられるべきだと思われる。

たとえば、調査対象者Ｃｌさんの営んでいる台湾雑貨店で台湾の食品を買

う客は、ほとんどが地元の沖縄人である。台湾人は自分で台湾に行って買い

物したり親戚に送ってもらったりするので、この店に来る必要がないという。

ある世代の沖縄の人びとは、この店で、自分たちがかつて生活した街のなじ

み深い食品や雑貨を買っていくのである。

台湾人が石垣島に移住してくる以前から、石垣島の人びとは台湾へ移住し

ていた。石垣島に本格的に台湾人が移住し始めたのは、1935年に台湾人実業

家によって大同拓殖株式会社（以下、大同拓殖）が設立され、パイン農場と

缶詰工場で働く台湾人労働者人およそ300人が移住してからのことである゛１１。

その年にはすでに台湾に3,930人の沖縄人が在住しており、そのうち石垣島
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の出身者は519人である．z)。疎開によって台湾への移住者は増加し、終戦後

の石垣島の台湾からの引揚者数は4,003人だった。この数は、沖縄県全体の

台湾からの引揚者数２万5,628人の16％にあたる｡3)。

沖縄から台湾への人の移動をもたらした要因は、ひとつには政策的なもの

で、巡査や教員などの植民地経営を支える人員の供給源として沖縄が位置づ

けられていたことだった．‘)。もうひとつは経済的な要因による移住である。

とくに石垣島を含む八重111郡からは、出稼ぎ労働者として、あるいは嫁入り

までの行儀見習いを兼ねた女中として移住する人びとが多かった。鉄道が走

り、物資も豊かな台湾での都市生活は、当時の八重山郡では体験できないも

のだった。

石垣島から台湾への人の移動は、石垣島における台湾人と沖縄人の民族関

係に少なからぬ影響を及ぼしたと考えられる。第一に、1895年以降の台湾は

日本植民地下にあり、そこで沖繩人は、日本人としては台湾人を植民地支配

する側でありながら、ときには台湾人と内地人の両方から蔑視されるという

複雑な民族関係を体験していた．５１。

「昔はね、（沖縄の人が）台湾行ったらやっぱり、私なんかが台湾から

来たときと同じさね。タイワナー、タイワナーと言われたけれど、こっ

ち（沖縄）の人が台湾に行くと、結局、あ、琉球人とか。入れ墨してた

ら「生蕃」と言うの、台湾の人は。こっち（沖縄）の女の人は結婚した

ら入れ墨いれていたから、琉球人、「生群、生蕃」と言われるから、手

袋はめて言われないようにしたりね｡」（Ａｌさん）

第二に、日本植民地下の台湾は、少なくとも都市とその周辺では沖縄より

もはるかに都市化が進み、教育水準も高かった。沖縄人は、疎開を除けば、

雇用、教育と、よりよい生活機会を求めて台湾に移住したのであるｅ戦後の

石垣島における民族関係は、このような戦前・戦中の石垣島から台湾への人
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石垣島の台湾人（野入）

の移動の歴史を踏まえてとらえられるべきだろう。

（２）パイン産業と台湾人の移住の始まり

調査対象者Ａ１さんの父親は、石垣島で最初のパイン缶詰工場である大同

拓殖の設立者の一人である。彼は日本植民地下の台湾で実業家の家に生まれ、

皇民化教育を受け、台湾でパイン缶詰製造会社と自動車会社を運営していた。

「Ａ家っていったらね、どれだけ歩いても人の土地を踏まないでいいっ

て言われてた。Ａ家っていったら仕事しなくても生活できたのよね。だ

けどお父さんは（長男じゃないから）おじさんが家計を握ってるから、

もう自分で羽ばたくというイメージがあったんじゃない？（中略）石垣

島へはお父さんが先に来て、私たち（家族を）呼んだわけなのよね｡」

｢だからもう小さいとき、みんな（石垣島の人は）裸足にしてたけど、

私たちなんかだけは裸足にしたことなかった。靴を履いて。（中略）う

ちのお父さんみんなから尊敬されたというのも結局もう、こっちの台湾

の王様みたい｡」（Ａさん）

台湾人実業家の石垣島への移住は、台湾における植民地政策と深く関わっ

ている。日本政府は1933年に台湾の経済統制を開始し、パイン缶詰製造会社

75社が１社に統廃合された。会社を失った台湾人実業家たちが台湾と気候・

風土の近い石垣島でパインの栽培を試み、1935年に大同拓殖を設立し、パイ

ン、茶、サトウキビの栽培と製品加工のために台湾から労働者を募集したこ

とから、台湾人の本格的な移住が始まった｡6)。この年、２０世帯の台湾人労

働者がＸ部落に入植している。

1935年の石垣島の人口は20,749人で、ほとんどが農業に従事していたｗ)。

のちに台湾人の集住地域となるＸ部落は、薩摩藩時代には物流の拠点として

繁栄していたが、明治時代に入って人口が減少し、とくに1929年の世界恐`朧
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につづく不況によって壊滅に近い打撃を受けていた。1935年当時の人口は138

人で、ほとんどの農民は現金収入がなく、サツマイモを常食していた゛8)。

大同拓殖は、荒廃するままに放置されていた、もとは茶園のあった町有地

で事業を開始した。地元紙の先島朝日新聞の紙面からは、台湾人実業家によ

るパインと茶の事業が農民に現金収入をもたらすことへの期待と歓迎が、石

垣島において大きかったことがうかがえる゛9)。大同拓殖は資本金20万円で

スタートしたが、３年後には年間売上が14万円を計上し、パイン缶詰の売上

では日本の缶詰業界の第三位を占めるようになった掌'0)。

（３）国家総動員体制下の台湾人排斥

しかし、Ａ１さん自身が６才で移住してきた1939年には、石垣島で台湾人

の排斥運動が激化していた。

「－番最初台湾の人は馬鹿にされとったという、ものすごくかわいそう

だったですよ。あの三等国民とかいって｡」

＜Ａｌさん自身はそういう体験はなかったんですか？＞

「私はなかったね、なぜかといえば環境がよかったからね。みんなとっ

てもかわいがってくれたの。（沖縄人の）友達が、私のお家に来て、そ

のとき空襲で何も食べるものないでしょう。私のお家に来たらうちのお

母ざんがお餅作ってあげたり、豆焼いてあげたり、もう、とってもね、

私のお家に来たがっておったの、お友達が｡」

「(台湾人の伐採した薪を沖縄人がもちだして乱闘になったとき)、うち

のお父さんが警察にお友達がいて、この人に話間かして。（中略）女の

人は皆かくれて外に出るなって、大変なことだったって、そんな話を聞

いたことがあるの。もうその時はね、また黒人と白人みたいな（人種差

別の）あれで。タイワナー、タイヮナーと言われて｡」（Ａ１さん）

－１５３－



石垣島の台湾人（野入）

一方、Ｂ’さんの父親は、1938年に、石垣島にいる同郷者をたよって単身

で移住してきた農民である。彼はＸ部落に入植し、両親を呼び寄せ、配偶者

も台湾から連れてきた。Ｂ１さんの両親は、1944年にＢ１さんの姉をつれて

台湾に疎開したが、戦後に再び石垣島に移住する。Ｂ１さん自身は戦後に石

垣島で生まれた。

「結局おじいちゃん（父親の父親）が、酒飲み、大酒のみで、（台湾で）

身代つぶしちゃった。（中略）（父親は）昭和13年に単身で来てるんです

よ。出稼ぎで来るメンバーと一緒にきて、台湾人の人を訪ねていって、

そこで仕事をしてこれだったらいけるということで、じいちゃんばあちゃ

んを（台湾から）連れてきて。（中略）Ｋさんという（沖縄人の）芋畑

を貸してもらって、芋を作って食べて、余分にとれた芋で（土地代を）

返してまた株を植えて、自分でも畑をおこして｡」

＜戦争中とかですね、地元の人とトラブルはあったんでしょうか｡＞

「ええと…あのですね、親父がっていうよりも、こう部落が、全体的な

話で、結局あの、外国人だっていう、そういうあれはあったようです。

学校の子どもたちでも、いじめられる子もいたようです｡」（Ｂ１さん）

台湾人排斥運動は、まず台湾人移住者の主要な生活手段にダメージを与え

るかたちで表面化した。日本植民地下の台湾から国内移動してくる台湾人の

移住そのものは阻止することができないためである。

大同拓殖の設立の翌年、1936年には台湾人への公有地貸与は今後行わない

という土地不貸与協定が石垣島の町村で結ばれた．'!)。大同拓殖は私有地を

借用し、台湾人農民が台湾からもちこんだ水牛を用いて開墾を行った。その

ことは沖縄人農民に、「次男や三男が開墾するための土地を台湾人に奪われ

る」という危機感をもたらした｡１２)。

1938年に八重山郡畜産組合と農業組合は、台湾からの水牛とパイン苗の移
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入阻止連動を起こした｡１３)。どちらも防疫を理由にしていたが、台湾人から

開墾の手段を奪い、パイン産業を破綻させて「将来の八重山が台湾の八重山

化すること」を防ぐことを意図していた寧川・水牛47頭は台湾に送り返され、

その後の移入は禁止されたが、大同拓殖では開墾の能率の低下をおぎなうた

めに台湾から小作農を募集し、むしろ台湾人移住者は増加した。パイン苗は

焼却されたが、大同拓殖はその後、パインilIiをいったん那覇で検疫を受けさ

せてから石垣島にもちこtj､コストをけ受した。

土地不貸与協定と水牛・パインiYiの移入|Ⅲ止迎動が有効な台湾人排斥手段

とならなかったために、地域社会において、より直接的な暴力事件が頻発し

た。Ａさんの語りにあった事件は、1939年に台湾人農民が焼き畑のために伐

採した薪を沖縄人農民がもちだそうとして乱闘になり、沖縄人農民の一団に

よるパイン缶詰工場襲撃未遂事件にまで至ったものである*１５１。その後も、

部落内を単身で歩いている台湾人が沖繩人の青年たちから集団暴行を受ける

事件が続いた。

これらの台湾人排斥の第一の要因は、急激な台湾人人口の増加である。も

ともと人口の少なかったＸ部落では、沖縄人住民の数倍の台湾人を迎えるこ

とになった。1937年には、大同拓殖が募集した農民・労働者約300人がＸ部

落に移住している゛'6)。あまりにも急激な台湾人人口の増加によって、地元

の人びとは地域社会を台湾人にのっとられるという危`倶をもつようになった。

それは危倶にすぎなかったのだろうか。もちろん、日本の被植民者である

台湾人実業家たちが石垣島を強啄することはありえないし、彼らにもそうい

う意図はなかったと考えられる。しかし現実に、彼らはまだ近代化の原初段

階にある地域社会に圧倒的な資本と技術力をもって入植し、土地を集約し、

地元の労働力を小作人として使役した。台湾人排斥の第二の要因は、政治構

造上は日本に植民地支配されているはずの台湾人実業家が、産業構造上は、

逆にＸ部落を植民地化に近いかたちで支配し始めていたことである｡!?)。そ

して、この政治構造上の関係と産業構造上の関係の矛盾は、より大きな社会
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石垣鳥の台湾人（野入）

変動のもとで、すなわちノモンハン事件が勃発し、日本全体が戦時色に塗り

込められていく1939年以降に、沖縄人と台湾人の暴力的な衝突というかたち

で噴出するのである。

台湾人排斥の第三の要因は、石垣島を国家総動員体制に絡めとっていく社

会変動の過程にある。衝突が多発した1939年は、石垣島で部落ごとに隣組と

青年部が結成され、沖縄人が「国体の本義を明徴に日本精神の高揚を期す」

ことに努めた時期だった｡'B)。それは同時に、沖縄人が国家によって文化を

奪われていく過程でもあった。1938年には“銃後を乱す，,という理由で八重

山警察署がユタを一斉検挙している゛'9)。1939年の標準語励行県民運動に応

じて、石垣島でも徹底した標準語指導が行われた掌20)。「国民」の創造過程で

沖縄の文化が劣位に序列化された時期にあって、沖縄人よりも劣位であるは

ずの台湾人への蔑視と、にもかかわらず産業構造上は優位にたっている台湾

人実業家への憤りが、集団的な暴力として表出したと考えられる。

台湾人実業家たちは、現実的な対応によってパイン産業の危機を乗りきっ

た。彼らはまず大同拓殖の株の半数を日本人に譲渡することで、台湾人によ

る産業構造上の支配を自発的に放棄した*2,゜ついで1940年に「地元の理解

を得る」ための運動体として、石垣島で初めての同郷組織、八重山台友会

(のちの華僑総会）を設立した。会員は台湾人419人である。顧問に八重山支

庁長と八重山警察所長を迎え、創立総会は日本の国旗への敬礼と国歌奉唱で

始まるものだった。組織の運営内容として、「会員の相互扶助」とならんで

｢国防事業への認識と協力」「会員への標準語、礼儀作法、風俗習慣の教育」

が含まれている*22)。

台湾人実業家たちは、沖縄人の敵意にたいして、「台湾人といえども陛下

の赤子であり、今は国民が一体となって外敵に当たるべきときである」とい

う論理でこたえた塊，)。ただしこれは、石垣島に移住した台湾人の同化を意

味しているものではないと思われる。台湾人実業家たちは植民地下の台湾で

生まれ、移住前に皇民化教育を受け、それによって当時の台湾社会における
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特権的な地位を保障されていた。八重山台友会の方向性は、その延長線上に

あるとみることができるだろう。

八重山台友会は自衛組織としての機能を果たし、目に見えるかたちでの襲

撃や乱闘はなくなった。しかし後述するように、戦後にＸ部落で生まれ育っ

たＢ１さんの体験からは、民族間の緊張関係が続いていたことがうかがえる。

1944年にほとんどの台湾人が台湾へ疎開したために、Ｘ部落における民族

関係はいったん消滅した。

（注）

＊１）この経緯は、大同拓殖の常務取締役であった台湾人実業家、林発氏

の「沖縄パイン産業史」（沖縄パイン産業史会、1984年）に詳しい。

＊２）沖縄県教育委員会編「沖縄県史７移民｣（国書刊行会、1974年）

による。これは国勢調査による数値であり、実際の台湾在住者数はもっと多

かったと思われる。又吉盛清氏によると、昭和10年代には１万人の沖縄人が

台湾に在住していた（又吉盛清「日本植民地下の台湾と沖縄」（沖縄あき書

房、1990年、５１ページ参照)。

＊３）沖縄外地引揚者協会資料「昭和32年（法律第109号）引揚者給付金

等支給法に基く受給者数」による。

＊４）又吉盛清、前掲書、５１ページ。

＊５）又吉盛清、前掲書、第７章「差別と偏見の中の沖縄」に詳しい。

＊６）先島朝日新聞、昭和10年12月６日付「大同拓殖の進出により茶園の

拡大強化！（二)」より。

＊７）昭和10年国勢調査より。

＊８）林発、前掲書、１８ページ。

＊９）先島朝日新聞、前掲記事には大同拓殖の事業について、「もしこれ

が実現の暁においてひとり大同やＸ部落住民の幸福に止まらず、（中略）こ

こを中心に大動脈として、派生的に幾多の事業が勃興することは智者をまた
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石垣島の台湾人（野入）

ずして地の利がよく物語っている。大同会社ならびにＸ農民ともに自重検討

を祈る次第である」とある。

＊10）先島朝日新聞、昭和13年３月９日付「躍進途上の大同会社」より。

＊11）先島朝日新聞、昭和11年２月９日付「台湾人の貸地開墾は八重山の

重大問題一今後公有地貸付を拒否せよ_」より。

＊12）林発、前掲書、３１ページ。

＊13）林発、前掲書、１８，３３ページ。海南時報、昭和13年１０月29日付「ピ

ロを媒介する水牛断然上陸を禁止す」参照。

＊14）先島朝日新聞、l1Bl和11年２月９日付「台湾人の貸地開墾は八重山の

重大問題一今後公有地貸付を拒否せよ－」より。

＊15）林発、前掲書、４１ページ。

＊16）先島朝日新聞、昭和10年12月５日付「大同拓殖の進出により茶園の

拡大強化！（－)｣、林発、前掲書、４２ページ参照。

＊17）戦前の石垣島における台湾人実業家の産業構造上の優位は、もちろ

ん政治的な支配権をともなわず、資源や生産物の本国への収奪もなされなかっ

たことから、完全な植民地的支配にはならなかった。

＊18）海南時報、昭和10年11月26日付、「大浜村青年団国体明徴の宣言」

より。

＊１９）先島朝日新聞、昭和13年７月18日付「八重山署のユタ狩り一男、女

４名検挙ざれ拘留処分に付きる」参照。

＊20）1939年、石垣校では方言使用児童を調査し、方言の禁止の徹底をは

かろうとした。「標準語の家」を表彰することや、職員にも方言を禁止し、

方言一語につき罰金を徴収することが定められた。海南時報、昭和14年４月

29日付「標準語の家庭化１１」参照。

＊21）1938年、大同拓殖は４千株のうち２千株を、西表島で炭鉱王と呼ば

れていた福岡県出身の実業家、野田小市郎に譲渡した。海南時報、昭和13年

10月17日付「大同社の二千株野田氏が買収す」には、「同社の資本は内地台
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湾合資本というものの従来台湾人がほとんど全部をもっているので有識者間

にはいろいろ物議をかもしていた」という－文がある。

＊22）海南時報、昭和15年10月23日付「八重山台友会誕生一皇国民として

新発足一」参照。八重山台友会の会則には、次の－項目が含まれていた。

｢会員が会則を無視し、地元住民と暴力闘争して事件を起こしたものまたは

会の名誉をいちじるしく段損したものは台友会総会で多数決により除名して

台湾に追放することができる」（林発、前掲書、５１ページ)。

＊23）これは、大同拓殖の重役である林発氏が、1939年のパイン缶詰工場

襲撃未遂事件に際して沖縄人農民の一団を説得するために語った言葉である

(林発、前掲書、４２ページ参照)。

４．復帰前の台湾人移住者

（１）移住のプル要因とプッシュ要因

台湾人実業家たちは、早い場合は終戦から１年半後には石垣島に再移住し、

50年代からパイン産業の復興を試みた*')。

Ａ１さんの父親はそのうちの一人である。Ａｌさん自身は疎開先の台湾に

住み続け、台湾人と結婚して子どもを育て、疎開から24年後に再び石垣島に

移住する。もともと台湾生まれで、台湾での生活歴が石垣島のそれの２倍以

上も長くなったが、いつか石垣島に戻れるかもしれないと思って日本語の練

習を続けていた。

「私は、お父さんのあれで教育がいいねって言われたり、言葉づかいが

きれいと言われる。（中略）もともと八重山の人は沖縄の人より、なま

りいいでしょう。でも（台湾に）疎開して、うちの弟は全然（日本語が）

できんよ、二つ違いだけどね。私はちょこちょこ雑誌みたり、（中略）

雨の日なんかにね、手紙も書かんと字を忘れると思ってね、手紙を（石

垣島に残った）姉さんに書いたら、姉さんはまさか私が日本語で手紙書
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石垣島の台湾人（野入）

けるとは思ってなかったみたいでね。一生懸命あれしたらもっと上手に

なるよって励ましてくれたから手紙を書く勇気も出たの｡」（Ａ１さん）

Ａ１さんの夫は台湾で家業がうまくいかず、パインプームで好景気だった

石垣島に活路を求めようとした。彼は「技術導入」という農業技術者の一員

になるために、まず台湾の親戚の農場で果樹の接ぎ木の技術を習得し、単身

で石垣島に移住した。Ａ１さん自身は1969年に子どもを連れて再移住する。

「長男、子どもに日本教育を受けさせたいということで、あの、連れて

きた。それはおじいちゃん（夫の父親）の気持ち。小さいときからいつ

つも、孫にこう日本語を教えたりね、しておったから。（中略）好きな

のよね、日本教育は。おじいちゃんの場合も日本教育だったから。うち

のおばあちゃんでも、８８才で、日本語言えるものね｡」

＜このときに来たのは、ご主人の石垣島での仕事が順調になってきたか

らですか？＞

「っていうより長男が15才になる前にと思って決めたの｡」（Ａｌさん）

Ａ１さんの場合、再移住のプル要因はまず夫の就労機会が石垣島にあった

ことだった。Ａ１さん夫妻はＡざんの父親を頼りに移住し、農園を経営する。

もうひとつのプル要因は「日本教育」である。日本植民地下の台湾で皇民化

教育を受けた義父は、「日本教育」に高い価値をおいていた。

台湾からのプッシュ要因は、中華民国の政治不安だった…。長男が15才

になる前に移住したのは、徴兵逃れを防ぐための出国禁止にひっかかる前に

息子を中華民国から出すためである。大陸からの共産党の侵攻への不安と国

内の社会情勢の混迷によって、台湾人の海外移民は急増していた。戦後の石

垣島への人の移動も、その文脈のなかでとらえられるべきだろう。

Ｂ１さんの両親も、台湾に疎開し、終戦後のパイン産業の復興にひきよせ
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られて石垣島に再移住した。Ｂ１さんの父親は戦前は小作農だったが、戦後

の最も早い時期の移住者だったために、台湾にいる同郷者や親族を対象に労

働者を募集する仕事を行った。

そしてＣ１さんは、このＢ１さんの勧誘で、1965年にパインブームにわく

石垣島に移住した農民である。Ｃｌさんは、Ｂ１さんのいとこにあたる。

「うちのおじさん（Ｂ１さんの父親)、台湾行ってから、自分の兄さん

とうちのきょうたいに、一緒、沖縄のパイン工場、製糖工場行こうと。

(中略）うちが来たときには、おばさんからもう（親戚みんな）来てる

から、毎年10何名か来てる。（中略）パインエ場潰れてから、みんな台

湾に帰った｡」

「最初からもうこっち（石垣島）は儲かって、台湾に（お金を）もって

いくから、もう台湾、手間賃安いでしょう。今、台湾、景気いいよ・こっ

ち不景気。子どもたちはみんなこっちで仕事やって、学校もみんなこっ

ち出ているから、もう台湾行かないよ（笑)｡」（Ｃ１さん）

Ａさん夫妻、Ｂ１さんの両親とＣｌさん夫妻にとって、移住のプル要因は

石垣島における就労の機会であり、同郷者と親族のネットワークがそれをさ

さえていた。

（２）1950年代の子どもの体験一標準語教育と同化志向

Ｂ１さんは、台湾人が集住しつつあったＸ部落で、1950年代に子ども時代

を過ごしている。父親はしばらく台湾と石垣島を行き来して労働者を募集し

ていたが、Ｂ１さんが小学生になる頃に雑貨屋を開いた。近所の農家より心

もち余裕のある生活だった。

Ｘ小学校は１学年１クラスの24人の生徒のうち、半分弱は台湾人だった。
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石垣島の台湾人（野入）

「戦争ありましたよ。子どもの頃ですけど。石投げっこですよ（笑)、

授業終わったら分かれるんですよ、ぱ－つと二手（沖縄人と台湾人）に。

(中略）私はいつも中間でしたからね。いつも中間にいて、どこにもつ

かない感じだったんですよ。卑怯もんだったんかな｡」

＜なぜ中間なんでしょうか。＞

「私自身が、親が台湾語寧3）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、日本人、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｡」

＜うちではお父さんとお母さんは台湾語で話すんですか。＞

「(台湾語を）使います。だけど、学校で台湾語使ってると、沖縄の方

言、宮古の方言使ったりすると罰がありましたからね。掃除当番とか。

私のちょっと前までは方言札っていうのがあって、方言使ったら叱られ

る。私なんか便所掃除とかひざまずき（注：正座のこと）とかさ。（中

略）社会に出てから初めて、（台湾系の）貿易会社に入ってから（台湾

語を）覚え始めたんです｡」

＜どうして子どもの頃は台湾語を受けつけなかったんですか。＞

「僕はくつに台湾語が自分の言葉だと思ってなかった｡」

＜自分のことは台湾人だと思っていなかったんですか。＞

「強く意識しないから。人が何と言っても気にしなかったんでしょうね。

(中略）受けとり方はいろいろ、僕なんかはこう、くつに台湾人で差別

されたことはないし、それを苦に思ったことはない。だから安心だった、

Ｘ部落は。与那国（の人びと）いれば、宮古いれば、沖縄いれば、台湾

もいるでしょう。じゃあ、あんたはどこだと言ったら、もともとの人が

いないですもん、Ｘ部落は。戦後入ってきた人ばっかりですからね、ほ

とんどは｡」（Ｂ１さん）

1950年代にＢ１さんが体験した日本人への同化志向は、当時の学校で標準
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語が最も高位の文化として位置づけられていたことを背景にしている。標準

語教育は、沖縄人によって生活水準の上昇手段とみなされ、積極的に受容さ

れていた刺)。沖縄と台湾のエスニックな文化が劣位に序列化され、沖縄人

と台湾人の子どもが劣位の内部の相対的な優位を争って衝突したとき、Ｂ１

さんはその葛藤を超越する「日本人らしい日本人」になりたいと望んだよう

に思われる。Ｂ１さんの事例からは、沖縄と台湾の文化を劣位に序列化する

文化的な構造が、戦後にも引き継がれていたことがうかがえる。

（３）1960年代の台湾人労働者

しかし、戦後の石垣島では戦前・戦中のような台湾人排斥は生じなかった。

Ｃｌさんは、1965年にＢ１さんの父親の勧誘で移住し、夫とともに夏季は

パイン缶詰工場作業、冬季はサトウキビ収穫と製糖工場作業という、当時の

石垣島において典型的だった労働に従事した。

「製糖工場、夜８時から朝８時までやって、昼の人と交替でしょう。昼

はキビ倒し（サトウキビ収穫）の手伝いよ･」

＜お給料はよかったですか？＞

「もう難儀はあるから給料よかったさ゜もう子どももみんな小さいでしょ

う。お金も使うでしょう。あの時まだ若いでしょう。もう頑張ってから

働くざ（笑)｡」

「まずお父さん（夫）と私と一緒にＰ製糖工場で３か月から４か月働い

て、それ終わって、Ｑパインエ場で２か月働いて。このふたつ、社長は

一緒で内地の人よ。夏はパインエ場やって、冬から製糖工場。Ｑパイン

エ場潰れて（倒産して)、Ｐ製糖工場だけだったら仕事が少ないから、

別のＲパインエ場に来て、寮に泊まって（夫と）一緒に仕事｡」

「Ｒ工場は100人以上働いていて、台湾の人は十何人、あとは沖縄の人。

最初きたとき、言葉が全然わからん。もうお店、買い物のとき、欲しい
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《)のを選んで、財布をそのままお店の人に渡してお金をとってもらって、

返してもらってた｡」

＜じゃあ、職場でしゃべるのは台湾の人とだけですか。＞

「沖縄の人もよ・あれ、毎年台湾から（労働者が）来てるでしょう。あ

れ少し台湾の言葉がわかるから、沖縄の人も一緒におしゃべりする。こっ

ちも、言葉がわからないのは最初の２年ぐらいだけよ｡」（Ｃ１さん）

戦後の石垣島の人口は、疎開・移民の引き揚げと与那国島や宮古島からの

移住によって増加し、1950年には戦前とほぼ同数の２万3,703人になってい

た。1963年まで人口は２万人台だが、1964年に４万1,264人に増加した。パ

イン缶詰製造と製糖という石垣島の二大産業が最盛期を迎え、パイン収穫期

に沖縄本島から出稼ぎ労働者を募集することさえ検討されていた時期である。

71年に復帰を前にした本土への移住者が増えたために３万5,699人に落ち込

むまでは、６０年代の人口は４万人台である*5)。

台湾人の移住は、1962年からの「技術導入｣、台湾から農業技術の導入の

ために招聰された技術者の移住によって本格化した。「技術導入」として６０

年代に1,536人が移住し、沖縄人農民にパイン栽培や果樹の接ぎ木などに関

する技術指導を行った掌6)。中華民国政府が人材の流出を恐れたため、琉球

政府との間に「技術導入」と季節労働者を含めて年間約２千人以内で沖縄へ

の移住を認めるという協約が結ばれたｗ)。

戦後に台湾人排斥が生じなかった理由は、ひとつには戦後のパイン産業が、

台湾人実業家と沖縄人実業家との協同によって発展したことである。アメリ

カに移民してパイン農園を経営していた沖縄人実業家たちが石垣島のパイン

産業に加わったため、戦前にみられた台湾人実業家による産業構造上の支配

は再現しなかった゛8)。

さらに、パイン産業が八重山郡からの対日輸出額の62.5％を稼ぐ基幹産業

となり、雇用の機会や収入の増加というかたちで地域社会に貢献したことが
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あげられる。沖縄人実業家の奨励によって、戦後に初めて地元の自作農がパ

イン栽培に加わり、５０年代の後半からはパインプームが生じた｡，)。1957年

には４工場が新設され、工場乱立による倒産や原料不足が起こったが、１９６０

年に最も大きい２工場が合併したため、パイン産業はさらに集約された土地、

資本と労働力をもつことになった。台湾人人口は戦前を上まわったが、「技

術導入」の貢献のために、むしろ台湾人の集住部落は一種の威信をもつよう

になった。台湾人下層労働者についても、労動力需要が供給より大きかった

ために、沖縄人とのllUで就業機会をめぐる争いは生じなかった。

しかし、1970年代に入るとパイン産業は斜き始める。日本政府は沖縄の本

土復帰の前年、1971年に冷凍パインの輸入自由化を実施した。沖縄が復帰す

るとき、石垣島製のパイン缶詰が、安価に製造され始めた本土製の缶詰と競

合できる見通しはほとんどなかった。さらに復帰を前にして石垣島からの労

働力流出が起こり、産業の斜陽化が本格化する前に労働力不足が生じてい

た*'0)。

７０年代の台湾人は、台湾への帰国、石垣島での転職あるいは沖縄本島や本

土への移住という選択を迫られることになる。

（４）復帰前の移行期における台湾人一職業生活と国際結婚

近い将来に予測されている社会変動一本土復帰とパイン産業の本格的な斜

陽化一を前にして、すでに復帰前から石垣島の台湾人社会は動き出していた。

石垣島の台湾人実業家たちは60年代末から、一方ではパイン輸入自由化反対

運動を行いつつ、もう一方では不可避的なパイン産業の斜陽化を見越して、

事業の拠点を沖縄本島にも置き、多角経営を展開しはじめていた。

Ｂ１さんは、この時期に沖縄本島で台湾人のネットワークのなかで就労し、

帰化がまだ許可されていない時期に沖縄人女性と結婚するにあたって相手の

両親から反対された経験をもっている。

Ｂ１さんは1966年に沖縄本島で高校を卒業し、そのまま石垣島には帰らず
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に、台湾系の貿易会社に就職した。この会社は、Ａ１さんの兄が社長を務め

る船舶代理店である。

＜まず高校のときのことから伺いたいんですが、沖縄本島は初めてで、

なにかカルチャーショックみたいなものはありましたか。＞

「いとこと姉さんと、三人で一軒家を借りて共同生活やったわけですけ

ど、（中略）三人いるから淋しいこともなかったですけど、どこにも出

きれない。外にはね、怖くて、慣れないでしょう。だから三名で予習も

復習もして、頭悪かつたのがクラスでも何番か勝負になるように、上位

に入ったりして（笑)。学校行くにも大きい舗装道路があるんだけど、

裳の田圃の畔道通って学校に｡」

＜なんでそんな日陰を通って行くんですか。＞

「三名しとってから（三名もいるのにね)。だって、怖いもん。沖縄の

言葉も通じないし。こっち（本島）は方言使うんですもん。沖縄方言、

全然聞いたことないもん。僕ら、標準語しかわからんのに。（中略）そ

のうち心を許せる友達もできて、楽しくなりましたけど｡」（Ｂ１さん）

Ｂ１さんが沖縄本島で働いたのは、Ｂ１さんの父親が石垣島以外の世間を

息子に見せたいと考えて、若手台湾人実業家であるＡ１さんの兄に預かって

もらうことにしたからだという。Ｂ１さんの父親は、パインブームの時期に

台湾からパインエ場の労働者を募集してくる仕事についていた関係から、Ａ

１さんの父親や兄とは旧知の仲だった。Ｂ１さんの事例は、同郷・同業のネッ

トワークのなかで若い世代の就労が方向づけられた例である。

「働いてから初めて台湾語を覚えました。最初、北京語をやろうという

ので、イー、アル、サン、スー（注：いち、に、ざん、し）からこう覚

えて、現場に入っていったら、社長は上のクラスですから、社長、ボス、
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パーサーあたりとは話はできるけど、私は下っぱですから、下の現場に

行って、監督して、現場の安全を確認しようと思ったら、そういうとこ

ろではみんな、北京語はしゃべらないです。みんな福建語なんです。だ

から自然と台湾語を覚えて、２４，５になって初めて親に向かって台湾語

を使った。お前どこで覚えたんだって、びっくりしてた｡」

＜喜んでいらした？＞

「喜んでっていうよりびっくり。僕も我ながらびっくり。でも、石垣島

と違って、台湾人、農民じゃなくて船乗りとか商売人で、話しやすくて

格好もいいんです｡」

「仕事の内容は、私が任されてたのはスクラップの部門で、中古のパー

ツ、自分たちの欲しい部品を選び出して取り出して、これを台湾に送る。

台湾からは、沖縄で必要なパインエ場で使う用品を仕入れて．それから

ベトナム時代からはトラック、死体までもね。（中略）兵士の死体を沖

縄にもってきて、沖縄で洗って、バラバラになってるのをかたちに梱包

して、まあ自分たちは直接やりませんけどね、代理店ですから別の人に

やらして、監督して｡」（Ｂ’さん）

そしてＢ１さんは沖縄本島で働いていた時期に本島生まれの沖縄人女性の

Ｂ２さんと出会い、1970年に結婚した。Ｂ１さんに日本国籍がないため反対

するＢ２さんの両親を押しきっての結婚だった。

＜Ｂｌさんもごきょうだいも、みなさん台湾の人じゃなくて、沖縄の人

や県外の人と結婚していますけど、お父さん、お母さんは、＞

「何も言いません。私のことで言えば、うちの女房…（結婚するとき、

自分は）まだ…外人でしょう。（中略）『よりによって宇宙人みたいな人

を連れてきて』と言われましたよ、向こうの親に。結局、戸籍もない。

むこうの親父にしてみたら宇宙人みたいな人間なんじゃないですか（笑)。
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（中略）最後はあきらめたんでしょう｡」（Ｂ１さん）

Ｂ１さんは、結婚の話がでる前から帰化を申請していたが、まだ許可され

ていなかった。そのＢ１さんと結婚したＢ２さんは、結婚後、夫婦でＢ１さ

んの帰化が許可されるのを心待ちにしたという。

＜ご自身では、結婚する相手が台湾系の人だとか日本国籍がないという

のに抵抗はなかったですか？＞

「当時はね、若かったしね。そういうの、頭にないです。でも親にして

みればやっぱりね。（中略）ちゃんと式あげて結婚したけれども、籍は

入れなくて。で、その頃、その何年か前からこの、ここ（石垣島）に住

んでる台湾の人みんな、帰化しようっていう運動が始まってて、ちょう

どその段階だったんですよね。結婚して三年目に、やっぱり復帰してか

ら通ったっていう｡それから入籍できて、子どもたちも｡」（Ｂ２さん）

この時期のＢ１さんの生活史は、職業の多様化と帰化申請という、当時の

台湾人社会の大きな動向を典型的に示している。Ｂ１さんは石垣島に戻らず、

しかし父親と台湾人実業家の関係に支えられて就労した。職場で会う台湾人

たちと必要`性|こかられて覚えた言葉で話すうちに、子どもの頃の「台湾語は

受けつけない」という嫌悪感は消えていった。一方、沖縄人との関係では結

婚問題が生じたが、問題だったのは国籍であり、Ｂ１さんの両親の世代がＸ

部落で体験した地域社会における台湾人排斥とは状況は異なっていた。Ｂｌ、

Ｂ２さん夫妻は帰化の実現を待って入籍した。

その後、1972年の本土復帰によってＢｌさんの務めていた会社は解散する。

Ｂ１さんはしばらく自営でスクラップ業を続けていたが、1980年に石垣島に

戻った。沖縄人女性のＢ２さんは、パイン産業の斜陽化によって人口の減少

した台湾人部落で、台湾式の法事や土地公祭を経験することになる。
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本稿の続編では、復帰後の石垣島における台湾人の生活史の事例から、帰

化、世代の移行と家族生活の変容、職業の多様化について検討していきたい。

さらに、復帰後の石垣島の台湾人社会において、大量の帰化車ＩＤと集住部落

の解消があり、職業も多様化したにもかかわらず、台湾人の相互扶助のネッ

トワークが維持されてきた過程をつまびらかにしたい。

（以下続く）

（注〉

＊１）その－人である林発氏は、「敗戦という暗い気持ちではあったが、

故郷に帰る嬉しさは大きかった」と述べている。彼にとっては石垣島が戻る

べき「故郷」だった（林発、前掲書、８６ページ)。

＊２）戦後の台湾では、台湾人（本省人）と大陸からの新参者（外省人）

の亀裂が生じた。1947年の二．二八事件では、旧植民地勢力と関わりがある

とみなされた台湾人が虐殺され、1949年に国民党が台湾に移転すると、戒厳

令下で日本語と台湾語が禁止された。とくにＡ１さんの実家や嫁家のように

旧植民地時代に富を築いた台湾人は、国民党政権による弾圧を受けることが

多かった。

＊３）Ｂ１さんの言う「台湾語」は福建語を意味する。Ｂ１さんは自分の

ルーツを父親から、１７，８代前に今の福建省から台湾に移住した中国人の子

孫だというように聞いている。

＊４）沖縄人による標準語の励行は戦前・戦中期から引き継がれるかたち

で50年代に再現したが、戦後においては本土復帰の希求のなかで、標準語が

新たな価値をもつようになった。小熊英二は、戦後の沖縄人が「アメリカ人」

となる可能性から排除されたことによって、本土の理想化が高まっていく過

程をときあかしている（小熊英二、前掲書、472ページ参照)。

＊５）石垣市役所「統計いしがき」平成８年版より。この人口は、住民基

本台帳人口に外国人登録人口を加えた数である。
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＊６）林発、前掲書、137ページ参照。

＊７）林発、前掲書、138ページ参照。

＊８）1955年に設立された琉球缶詰株式会社の社長は、アメリカ移民の経

験をもつ沖縄本島出身者である（林発、前掲書、205ページ参照)。この会社

の役員11人のうち、台湾人は２人だけだった。

＊９）1951年から対日貿易が許可されたために、対日輸出用のパイン缶詰

の製造を沖縄で行おうという機運が高まった。台湾やフィリピン産の輸入パ

イン缶詰にかけられる25％の関税と30～64％の差益吸収金が沖縄からの輸入

品については免除されたため、本土復帰までは沖縄産のパイン缶詰が市場を

ほぼ独占することができた。1956年から始まった対日輸出において、パイン

缶詰の売上高は61年には700万ドル、ピーク時の65年には1750万ドルに達し

た。1960年代にかけて、八重山郡のパイン缶詰生産量は、３ダース入り約３０

万ケースから90万ケースに増加した（林発、前掲書、281ページ参照)。

＊10）1968年には石垣島の人口は前年の４万2,637人から1,289人減、復帰

前年には5,040人減となっている（石垣市役所「統計いしがき』平成８年版

より。この人口は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えた数である)。

＊11）米軍統治下の沖縄と復帰後の沖縄における台湾人の法的地位につい

ては、本稿の続編で検討したい。
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