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琉球。沖縄と日本史像

高良倉吉



る政治的論議を背景に，琉球史研究は琉球処分を中

心とする近代史の問題を集中的に検討し，琉球・沖

縄の日本社会への編成過程とその問題点を考察して

きた。この成果は，戦後の琉球史研究に一つの段階

を画するほどのものだった，と評してよい。

しかしながら，琉球史研究は，ここからさらに進

んで，日本の社会像。国家像を全体として再構成す

るための有効な問題提起を提示することはなかった

のである。明治国家によって「上から」強行的に断

行されたところの琉球処分の性格について，あるい

はまた，処分後の初期県政に承られる「差別的」状

況についての諸問題や論点は提示したものの，では，

何故にこうした編成や統治姿勢が登場するのか，編

成されたところの琉球・沖縄とはそもそも日本社会

にとっていかなる位置を占める存在だったのか，と

いった問題を全体的な視野から検討することがない

ままに，この間推移してきたといわざるをえないｑ

1972年５月15日の日本復帰以後，Ｙｔｌ１縄においても

いわゆる「政治の季節」はしだいに遠ざかり，これ

に連動するかのように，琉球・沖縄の日本社会への

属し方を歴史として鋭く問う論調も下火となった。

復帰運動高揚期の論議を継承して，それをさらに発

展させることができなかった，という琉球史研究の

事情は以上の政治的背景の変化にも規定されている。

だが，問題提起者であるべき琉球史研究の一種の

｢沈滞」状況は，かならずしも政治的背景の承が生

んだものではない。その証拠に，研究者の数は増加

の一途をたどっており，当然のことながら研究成果

も量・質ともに着実に進展しているのである。琉

球・沖縄の日本社会への属し方の問題－これを仮

に琉球史における「日本問題」と称す－の「沈

滞」を別とすれば，琉球史研究そのものはかつてな

かったほどの活況を呈しているといってよい。

復帰後のこうした傾向は，一言でいうならば，琉

球史研究の基本的な枠組承にかかわる論点を追求す

ることへの関心がトーン・ダウンした反面，個別研

究を拡大・深化する仕事に研究者の関心が傾斜した

結果である，といえる。しかし，この傾向はかなら

ずしも否定的に評価されるべきものではなく，積極

的な評価が与えられてよい。というのは，従来の琉

球史研究においては個別研究の蓄積が少なく，実証
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りのバリエーションがある。広大な海域に分布する

島戈で構成される琉球・沖縄は，厳密にいえば島ご

とに文化複合の面で相違があり，旧来の首里・那覇,“

中心史観ではとうていカバーできない豊富な内容を

含んでいる。それと同時に，琉球・沖縄のいわゆる

中央部をなす首里・那覇が沖縄戦で潰滅的な打撃を

うけ諸史料が散逸したのに対し，その他の島々では

被害が比較的少なかったため史料の保存状態が良く，

離島調査の程度が歴史家の情報量を決定的に左右す

るという事情もある。復帰運動高揚期の琉球史研究

は，この面で決定的に立ち遅れており，史料調査を

含む離島の諸事情に関するフィールド・ワークが本

格的に開始されたのは復帰後のことである。

第四に，琉球史を東アジア・東南アジア史レベル

でとらえることである。かつて，琉球王国がこれら

の地域と深いかかわりをもったが故にこうした視野

が求められるという問題のほかに，琉球・沖縄の特

性を深くとらえる点でもこの視野は必要不可欠であ

る。というのは，明治以来このかた，琉球史像構築

の面での主要な契機は「日本問題」であり，あらゆ

る意味において「日本問題」は琉球史像の規定要因

であった。このような規定を相対化し，琉球史像構

成の別の要因であるアジアを明確に導入する必要が

ある，というのが私の意見である。1988年９月の中

国Ｐ福建省との学術シンポジウム，１０月の台湾歴史

学界との交流集会の計画・実施もこうした気運の具

体的な実践にほかならない。

第五に，現代の琉球・沖縄問題を解く方法として

の歴史研究，という位置づけが琉球史研究者にはと

くに必要である。のちに展開するように，琉球・沖

縄は日本社会において際立った地域的独自性を発揮

する土地柄であり，その独自性の多くは歴史的事情

により規定されているといってもよい。日の丸・君

が代などの押しつけに対する反発，天皇に対する違

和感などの政治問題の背景には，沖縄戦や戦後のア

メリカ統治の体験があり，さらには日本社会一般の

地域とは区別される歴史的経緯が横たわっている。

こうした政治的問題のほかに，現在の文化・社会問

題の多くが歴史的解釈を要求しており，琉球史研究

に従事する者はこれらの諸課題に積極的に応える責

務を負っているのである。個別研究にのゑ傾斜し，

的にも多々脆弱であった。こうした状況を克服する

ためには，個別研究の拡大・深化を図り，実証的水

準をいかに達成するかが琉球史研究の当面する課題

だったからである。「日本問題」の検討の「沈滞」

化の一方で，琉球史研究がこうした基本的課題を克

服すべくこの間活動してきた点は力説されてよいと

思う。研究者の増加，研究成果の進展は上記の動向

を良く表現している。

しかしながら，以上の点を評価したうえでなお，

｢日本問題」を含む琉球史の基本問題に対して琉球

史研究者の多くがややもすれば無頓着に終始し，個

別研究にのゑ没頭してきたとの印象はぬぐえない。

われわれの仕事が，個別研究という分析的仕事と琉

球史の全体像構築という総合的仕事の緊張関係のな

かにあることを思うとぎ，このような事態はやはり

批判されなければならないのである。この点につい

て，私は「琉球・沖縄の歴史と日本社会」（『日本の

社会史』第１巻，1987年，岩波書店）のなかで，琉

球史研究における「用語に対する無緊張状態」に触

れ，「この問題は単なる学術用語の確定問題の域に

とどまるものではなく，琉球・沖縄の歴史全体をど

のように位置づけ評価するか，といった基本問題に

深くかかわって」いること，「用語に対する無緊張

状態とは，とりもなおさず琉球・沖縄の歴史全体の

位置づけおよび評価に対する無緊張状態より発して

いる｣，と批判したことがある。

、研究の姿勢と方法

堅実な個別研究の展開を保持しつつ，同時にまた，

｢日本問題」の検討を含む琉球史の全体的な位置・

評価を模索するために，私は次のような姿勢が琉球

史研究には必要だと考え，実践している。

第一に，原始古代から現代まで，琉球史の全過程

を視野に容れた知識・議論をつねに堅持することで

ある。第二に，当然のことながら，考古学・文学。

言語学・民俗学・人類学などの隣接科学の基本的な

研究蓄積を摂取し，それを歴史の論議に援用するこ

とである。第三に，琉球・沖縄の内部を細かく把握

した議論を準備することである。この点については

若干の補足が必要であろう。

一口に琉球・沖縄といっても，その内部にはかな
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「日本問題」を含む琉球史の基本的枠組糸について

の議論が「沈滞」化しているのは，研究者が琉球．

,沖縄をめぐる現実的諸課題に対し強い緊張感を懐か

ないためである，といえるように思う。

以上に述べた５点にわたる基本姿勢をぬきに，琉

球史のあらたな前進はありえない。同時にまた，こ

うした模索なしに，日本の社会像・国家像再構成と

いう重要な課題に対して，琉球史が真の問題提起者

としての地位を占めることもない。

る際の基本的な特質といえよう。

現代的特質についても，在日米軍基地の７割余が

沖縄に集中し，県民生活の場において米軍の演習が

日常化していること，まさに基地と隣合わせの生活

を余儀なくされていること，などの現実を見れば容

易にうなずける点であろう。

歴史的特質についても安良城の指摘どおりである。

琉球・沖縄の島為に居住した人びとが「原日本語」

を話し，その生活文化も「原日本文化」として把握

できるものであったことは今日では通説に属する。

しかしながら，琉球・沖縄に居住した「日本人」は

しだいに個性的歩糸をたどるようになり，ついには

日本の国家と区別される独自の国家，つまり琉球王

国を成立させるまでになった。この独自の国家が，

近世初頭の島津侵入事件，近代初頭の琉球処分とい

う二つの事件によって段階的に日本社会に編成され

たのである。しかし，沖縄戦の結果，日本から分離

ざれアメリカの軍事的直接統治下に置かれるように

なり，苦難の闘争を経て，住民が日本への復帰を要

求し今日に至っているのである。安良城の指摘で注

目したいのは，「本土復帰を沖縄住民が主体的に選

択した」という表現であろう。たしかに，復帰の内

容や実際をめぐって政治的思想的にさまざまな評価

があることはまぎれもない事実である。しかしなが

ら，独立するのでもなく，また，アメリカ統治を受

け入れるのでもなく（事実，ハワイのような州，プ

エルトリコのような保護国方式が議論されたことも

ある)，住民のほとんどすべてが「祖国」へ復帰す

ることを選択したのは歴史的事実に属する。しかも，

この選択は，強制された結果でもなく，ある種の策

動によって生まれたものでもなかったのであり，住

民意志によって運動を通じて主体的に表明されたも

のであった。したがって，「本土復帰を沖縄住民が

主体的に選択した｣，という安良城の指摘は妥当で

ある。

このように，独自の王国をもったこと，段階的に

日本社会に編成されたこと，戦争の結果日本から分

離ざれ住民の選択によって再び日本社会に復帰した

こと，このいずれをとっても日本社会の他の地域に

は見られない琉球・沖縄独自の特質である。こうし

た特質をもつが故に，たとえば鹿野政直が『戦後沖

Ⅲ琉球・沖縄の地域的独自性

個別研究の成果をふまえ，琉球・沖縄の地域的独

自性を明確に総括したのは安良城盛昭が最初であっ

た。安良城は「沖縄の地域的特質一一日本相対化の

歴史的必然性を中心に」（『現代と思想』３３号，１９７８

年）のなかで，琉球・沖縄の特質を検討するに際し

て「自然的特質」「歴史的特質」「現代的特質」の三

つを挙げた。自然的特質については「亜熱帯の『島

社会』」という点を，現代的特質については「『基地

のなかの沖縄』という復帰前の事態が，復帰後もな

お維持されているという日米安保体制の必然的帰結

として」の状況を，それぞれ指摘している。歴史的

特質については，「日本社会の外にあって，１４世紀

末には，独立の琉球王国という階級国家を成立せし

め,島津の琉球征服・明治維新期の『琉球処分』の

二段階を通じて日本社会のうちに包摂されたが，第

二次大戦の沖縄戦によって本土から切りはなされて

米軍支配下におかれ，沖縄住民の苦難に糸ちた闘争

によって本土復帰を沖縄住民が主体的に選択した」

という把握を提示している。そして安良城は「この

三つの特質によって，沖縄は，日本の地方一般とし

ては処理しきれないきわめて独自な地域として存続

しつづける」と指摘している。

現在の沖縄県の県域に限ってふても，南北400km，

東西1000kmの広大な海域に大小40余の有人島が存在

しており，これらすべての島々が亜熱帯気候におお

われている。安良城のいう「亜熱帯の『島社会』」

という規定は，琉球・沖縄における歴史・文化形成

および社会生活の基礎条件として不動のものであり，

こうした自然的特質をもつ地域は日本の他の地域に

はふられないという点で師やはり琉球ｄ沖縄を考え

聖世界史認識における国家（全体会）



図因子得点散布図の再構成（沖縄の県民性の位置）
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(備考）沖縄地域科学研究所編『沖縄の県民像』ひるぎ社，1985年による。拙稿「琉球・沖縄の歴史と日本
社会」より転載。

縄の思想像』（1987年，朝日新聞社）において詳述

したように，「日本とは何か」「沖縄とは何か」とい

う問題をめぐって沖縄の知識人・文化人たちが苦闘

し，その屈折した世界を文学･思想として表明せざ

るをえない潮流が形成されたのである。保守系の現

知事が，「沖縄の『こころ』とは何か」とある記者

に問われた際に，「日本人になろうとしてもなりき

れない『こころ』だ」と答えたように，こうした屈

折した精神状態は政治的な主義主張を越えて存在す

るものであり，沖縄県民のあいだに今も依然として

共有されているものなのである。

このことは上図に掲げたように，いわゆる「県民

像」においても良く表現されており，日本の他の地

域とは際立った相違を見せている。図の「沖縄」が

ウチナーおよびウチナーンチュの世界であり，「本

土」がヤマトおよびヤマトゥンチュの世界である。

言語学的にいえば，「沖縄」は琉球方言の世界，「本

土」は本土方言の世界ということになるが，歴史的

に見ると，琉球史は図に表現されるような独自性を

形成するまでに展開したが，しかし，近世・近代を

通じて「沖縄」を「本土」に編成する方向に推移し

たといえる。だが，「本士」に編成されたとはいえ，

｢沖縄」の強い独自性は依然として強固に存在して

いる。安良城の表現を借りれば，「日本の地方一般

としては処理しきれないきわめて独自な地域として

存続しつづけ」ている，ということになろう。
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このような地域的独自性を生む規定的な要因が，

自然的特質・現代的特質であり，なかんずく歴史的

特質である点は再説するまでもないと思う。

階をなしている。拙著『琉球王国の構造』（1987年，

吉川弘文館）で述べたように，古琉球の王国諸制度

は近世琉球の王国制度を基礎づけているのである。

しかしながら，こうした重要な意義を帯びたとこ

ろの古琉球＝琉球王国であるにもかかわらず，これ

までの琉球史研究はなぜかこの点について明確な評

価をもたないか，ざもなくぱ，古琉球＝琉球王国の

存在を無視あるいは倭小化さえしてきた。私は『琉

球の時代~大いなる歴史像を求めて』（1980年，

筑摩書房）や前掲「琉球・沖縄の歴史と日本社会」

『琉球王国の構造』など一連の論文のなかで，研究

史・研究状況のこうした問題点を指摘し，古琉球＝

琉球王国のもつ意義を正当に評価すべきだと力説し

てきた。

同時にまた，古琉球＝琉球王国を正当に評価でき
●●●

ない問題状況の背後に，日本の歴史や社会を形成さ
●●●●

れた,ものとしてではなく，ア・プリオリに存在した

かの如くとらえる歴史認識，いうところの「単一民

族国家」論が横たわっている，とも批判した。

琉球．沖縄を含む広義の日本史を設定したとき，

中世の時期には少なくともヤマトの中世国家と琉球

王国という二つの国家が存在したのであり，狭義の

日本史に固執すれば，このような日本史にとって琉

球王国は「外国」「異国」であり，古琉球の研究は

｢外国史」の研究である，というほかはない。

1Ｖ古琉球とその意義

琉球史の重要な特徴は，「古琉球」の時期に，琉

球・沖縄の島々を舞台に日本中世国家とは区別され

る独自の国家，琉球王国が形成ざれ成立したことで

あろう。この国家は14世紀に入って急テンポで形成

され，尚巴志による1429年の三山統一を契機に明確

に成立した，と私はとらえている。そして，’5世紀

後半から16世紀初期におよぶ尚真期に，王国として

の基盤を確立した。

ここでいう「古琉球」とは，日本史一般でいう中

世にほぼ相当する時期で，琉球史に即して問題を検

討する概念として，近年研究者の間で多用されはじ

めた時代区分名である。１２世紀前後から開始される

古琉球は，中国における元明交替期，日本における

南北朝動乱期を国際的背景としているが，とくに明

王朝の成立が重要な影響を及ぼしている。具体的に

は，明王朝とのあいだに冊封ｂ進貢関係を締結して

外交・貿易上の地位を確立するとともに，海禁で活

動を規制された中国商人の間隙をぬって東アジア．

東南アジアにまたがる貿易ルートを形成した。こう

した対外関係の展開のほかに，国内的には王国の整

備を進めるなど，’5世紀には王国の存在を国際社会

に認知させるまでの展開を見せている。

古琉球は，1609年の島津侵入事件によって政治的

軍事的に終止符を打たれるが，この時代は，琉球史

上重要な意義を帯びていた。その第一は，北は奄美

から西は与那国までの諸島蝋を「琉球」と総称され

る特定の地域として包括した時代，いいかえると，

｢琉球」なる地域概念を成立せしめた時代であるこ

とである。第二に，地域概念の具体的な表現形態と

して「琉球王国」を形成・成立せしめた時代である

ことである。そして第三に，中国をはじめとする東

アジア･東南アジアと外交・貿易を展開することに

より，「琉球」なる地域・国家を国際社会に広く認

知せしめた時代だということである。しかも第四に，

この時代に形成された諸制度はその後の琉球史の展

開を強く規定しており，この面でも歴史上重要な段

Ｖ近世琉球をめぐる論点

１６世紀後期から本格化する日本の天下統一の動向

は，やがて琉球王国にも強い影響を及ぼすようにな

る。この間の経緯は，一言でいえば琉球王国の日本

封建国家への従属化の過程であり，ついに島津侵入

事件によって，島津氏を媒介にするかたちで琉球王

国の日本封建国家への編成が確定された。

以後，王国は幕藩体制の強い規定をうけることに

なるが，しかし，王国体制は存続し，また，中国と

の伝統的な冊封・進貢関係も維持された。「日支両

属」とも形容されてきた近世琉球王国の政治的位置

であるが，近年では「幕藩制国家の中に編成された

『異国』」と規定される。

幕藩制国家のなかに編成されたために，琉球王国

においては一連の近世的改革が断行されている。こ

妬世界史認識における国家（全体会）



の改革は，幕府＝薩摩支配下において，国内統治主

体としての首里王府をいかに強化するか,また,薩摩

への税負担（仕上世）などを含む経済的要求の増大

に見合う生産体制をいかに確立するか，そのうえで

中国との伝統的な外交。貿易関係をいかに円滑に推

進するか，を目標に展開されたもので，１７世紀後期

の向象賢から18世紀中期の察温に至る過程でほぼ確

立したことがわかっている。この一連の改革におい

て，前代の古琉球的な諸制度・価値様式が批判・否

定されており，その構図は，近世琉球を舞台に，あ

たかも古琉球と近世琉球とが相剋しあうかのような

観を呈している。近世琉球とは,「幕藩制国家の中

に編成された」政治的現実を認めたうえで，「異国」

としての琉球王国を維持・存続するための努力が首

里王府によって推進され，この事業のために前代よ

りの伝統さえも否定された時代だったのである｡

近世琉球は，このように，幕藩制国家への政治的

従属を制度として確定したうえで，そのことを前提

に「異国」としての存立基盤を模索し形成した時代，

ということができよう。それと同時に着目したいの

は，安良城盛昭が「琉球・沖縄と天皇・《天皇制》」

(地方史研究協議会編『琉球ｄ沖縄~その歴史と

日本史像』1987年，雄山閣）で指摘しているように，

近世琉球はまた幕藩制国家への「実質的な経済的包

摂｣，いいかえると「徳川期日本経済の一環にはっ

きりと組糸こまれ，その構造的一環に定置」された

時代でもあったことである。薩摩への税負担のこと

をいっているのではなく，ここで問題なのは，琉球

の中国貿易あるいはまた商業的農業としての糖業で

さえも，日本市場を前提としてはじめて経営が可能

であり，さらにはまた，琉球内で消費されるさまざ

まな物資さえも日本からの輸入に大きく依存してい

た事情を指している。したがって，安良城がいうよ

うに，近世琉球の経済は「日本経済の一環にはっき

りと組承こまれ，その構造的な一環に定置」された

ものであった。幕藩制国家への政治的従属＝包摂と

ともに，「経済的包摂」もまた，近世琉球を検討す

る際に忘れてはならない重要な論点なのである。

はいえ，しかし，琉球王国はまだ「日本」ではなか

った｡その理由は，依然として琉球王国が近世日本

に対して「異国」でありつづけたこと，殊に，「異

国」の形式を再生産しつづける中国との冊封．進貢

関係と，それによって認知される王を頂点とする王

国体制があるかぎり，日本社会への完全な包摂があ

ったとはいえないからである。それにまた，琉球．

沖縄に居住する人民が，ゑずからを「日本人」と自

覚する状況が形成されないかぎり，日本社会への一

体化が実現したともいいがたい。

「異国」としての琉球王国を否定し，これを完全

に日本社会の内に編成する事件として発生したのが

琉球処分（1879年）であった。「上からの．他律的

な民族統一」（安良城盛昭）たる琉球処分は，周知

のように首里王府の反対，中国の抗議に直面しつつ

強行された。「沖縄県」設置をめぐるこの一連の過

程を見るとき，そこに見出される問題は，近世琉球

が幕藩制国家に対して「異国」であったというその

根拠が鮮明に浮かび上がってくることであろう。

というのは，琉球側が琉球処分に反対した最大の

根拠は，中国との伝統的な関係であり，それを背景

として存立する王を頂点とする王国体制であった。

処分に抗議する中国側もいわゆる宗主権をタテに明

治国家に相対したのであり，明治国家もまた，琉球

と中国との関係途絶をもって処分の最大の争点とし

た。このことからいえる点は，近世を通じて琉球王

国が「異国」として存立しえた根拠とは，中国との

冊封・進貢関係なのであり，この関係を背景とする

王国体制にほかならなかった。軍隊・警察を動員し

て国王の首里城退去を迫り，そのことによって「沖

縄県」設置を宣言したのは，王国体制とその根幹を

なす冊封・進貢関係の否定，つまり，琉球の「異

国」性を廃棄する所業であった。また，処分に反対

して中国に亡命し，王国復旧を策動したいわゆる脱

清人たちも，王国＝「異国」復旧の方法が唯一冊

封・進貢関係に働きかけることでしかなかったため

に，中国政府への嘆願を繰り返したのである。

近世を通じて政治的従属＝包摂と経済的包摂が進

行したが，そのような段階の契機となったものが島

津侵入事件であった。しかし，近世を通じて依然と

して存続した「異国」としての側面は，琉球処分に

Ⅵ琉球処分とその意義

「

政治的従属＝包摂および経済的包摂が存在したと

琉球・沖縄と日本史像（高良）〃



よりはじめて否定された。古琉球において独自の国

家として成立した琉球王国が，島津侵入事件・琉球

処分という二つの事件によって段階的に日本社会に

編成された，という把握は以上の認識に立つ総括的

所見である。

くつかの反対運動が発生している。たとえば，徴兵

令が施行された年に|日士族層数十人が徴兵を忌避し

て中国・台湾に逃亡する事件が起こった。徴兵忌避

者のなかには右手人差し指を切断する者もあり，あ

いつぐこうした動向を前に県・政府は1900年に徴兵

忌避に関する訓令をとくに公布せざるをえなかった。

１日償改革の方式をめぐって，謝花昇を指導者とする

グループと県首脳・旧支配層との間の対立はよく知

られているところである。

しかしこうした反対・対立を含糸つつむ，旧償

の全面的改革＝本土並承制度への移行はほぼ達成さ

れたといってよい。日清・日露期に断行されたこの

一連の改革によって，王国時代以来の旧制度はほぼ

廃止され，政府＝県による沖縄統治が体制的に確定

された。琉球処分により「異国」性を政治的外交的

に否定した明治国家の事業は，ここに至って「異

国」性の残存物である旧慣を廃止し，琉球．沖縄の

日本社会への編成をほぼ達成したのである。

日清戦争までは清国の勝利を確信して戦勝祈願な

どを行い，やがて清国艦隊（｢黄色軍艦｣）が遠征し

てきて沖縄からヤマト勢力を排除し王国を復旧して

くれる，と旧支配層は吹聴した。また，処分後にヤ

マトから来て沖縄の商業を牛耳っていた寄留商人ら

も自衛組織「同盟義会」を結成して清国艦隊に対処

しようとしたり，なかには家財をたたんで故郷に帰

る者もいたりした。日清戦争における日本の勝利は，

こうした空気を一掃し，１日支配層を政府・県の積極

的な協力者・加担者に鞍替えさせたのである。王国

復旧を中国政府に嘆願するために亡命していた脱清

人たちが，戦後続々帰国してきたことは象徴的とい

えよう。また，日清・日露期以前までは忌避傾向に

あった近代学校への通学が，両戦役を契機に一般化

しはじめた。そのことは就学率によく表れており，

1893年は20％にすぎなかったものが，1906年には９０

％を超えるまでに急増している。

日清・日露期の１日償改革は，こうした反日・親中

意識の一掃を背景として展開されたものであった。

Ｖ１１１日慣存続から改革へ

琉球処分によって「沖縄県」が設置され，琉球．

沖縄の日本社会への包摂が達成されて以後，沖縄県

政は吏員・警察・教員などの主要ポストにヤマト人

を大量に配置して運営が図られた゜しかも，沖縄県

内の反日・不服従の空気の強さ，朝鮮。琉球問題を

めぐる中国との対立，それに明治14年政変や民権運

動などの国内情勢を配慮したために，初期県政は王

国時代の旧制度を踏襲して進められた。この旧慣存

続期の評価については，それが明治国家の一貫した

目的意識的な沖縄収奪方式であったとする西里喜行

などの「旧慣温存説」と，沖縄の内情および国内外

の情勢を考慮して次善の策として設定されたものだ

とする安良城盛昭の「旧慣存続説」の対立がある。

両説の主張については西里喜行『論集・沖縄近代

史』（1981年，沖縄時事出版社)，同『沖縄近代史研

究』（同上〕安良城盛昭「新・沖縄史論』（1980年，

沖縄タイムス社）を参照されたい。

ところで，旧償存続策は日清・日露戦争を機に大

きく変化する。王国時代以来の制度の廃止，近代日

本と同一の制度，つまり本土並糸制度への転換が図

られたからである。

たとえば，1896年（明治29）には沖縄県区制・郡

編成法を施行して２区５郡制とし，地方統治制度を

改訂している。翌年には沖縄県間切島吏員規程を施

行して番所を役場に改称するとともに，旧来の地方

役人を大幅に削減している。1898年には徴兵令を施

行し（ただし，先島は1902年)，「日本軍人」として

沖縄住民を採る制度を準備した。最大の改革事業は，

1899年から1903年までの期間を費やして実施した土

地整理事業であろう。沖縄版地租改正ともいうべき

この事業は，地割制度を廃止して農民の土地所有権

を確定するとともに，地租負担者を把握するために

行われた基幹的改革であった。

むろん，この一連の改革をめぐって沖縄内ではい

VIⅡ「日本人｣＝｢皇民」化の問題

琉球処分により「異国」性を否定し，旧慣改革に

おいて「異国」性の残存物を払拭した明治国家にと

詔世界史認識における国家（全体会）



って，琉球・沖縄の日本社会への編成の仕上げとは，

この土地に住む住民に「日本人」としての自覚・意

識をどうもたせるかにあった。

しかし，ここでいう「日本人」なる内容が問題で

あった。琉球・沖縄から見ると，この場合の「日本

人」とは，一言でいえば「天皇を頂点とする国家体

制・価値体系をもつ国家の住民｣，すなわち「皇民」

にほかならなかった。したがって，琉球・沖縄の住

民がもつべき「日本人」としての自覚・意識とは，

｢皇民」としての自覚・意識だったといえる。しか

も，「皇民」は天皇の下に等質的な価値・イデオロ

ギーをもつべき存在と指定されたために，琉球・沖

縄の住民の「皇民」＝「日本人」化は，自己の帯び

る個性・特性を捨ててまで目指すべき課題とならざ

るをえなかった。

１日慣改革に先駆けて施行された本土並承制度に学

校教育があったが，日清・日露期まで就学率が低か

ったとはいえ，琉球・沖縄の新しい世代に「日本

人」＝「皇民」意識を育成するうえで大きな役割を

果たした。安良城盛昭が「琉球・沖縄と天皇・《天

皇制》」で紹介した事例は，この問題を考えるうえ

で興味ぶかい。1898年（明治31）に沖縄県下の尋常

小学校生徒の価値意識を調査したアンケート資料で

あるが，たとえば，「最も尊敬すべき者は如何」に

対し，大多数の子供が「天皇陛下」「天子様」と答

え，「最も恵むべき者は如何」については「逆臣」

｢足利尊氏」と答えている。安良城も指摘するよう

に，琉球・沖縄は日本の天皇・天皇制と歴史上いか

なるかかわりももたない，“天皇制の埒外にあった

異域，’である。その点は古琉球・近世琉球の歴史的

特質を述べた先の叙述に明らかであろう。このよう

な伝統をもつ土地の子供たちが，琉球処分後の近代

教育を通じて，天皇制イデオロギーに裏打ちされた

歴史認識を早くも注入されているのであり，改めて

教育的効果のもつ恐ろしさを痛感せざるをえないの

である。

こうした「皇民」意識をもつ子供たちが，日清・

日露期を契機とする就学率の急増によって大量生産

され，沖縄社会のなかに供給された点に着目すべき

だろう。問題なのは，子供たちが「日本人」として

の意識を獲得するその過程が，天皇制イデオロギー

とそれに支えられた「皇民」意識の形成過程と同じ

だったことである。こうした構図は子供たちのレベ

ルの承ではなく，大人たち，ことに旧支配層・知識

人たちの間でも同様であった。

日露戦争終了直後の1905年11月，志賀重昂が沖縄

を訪問した。志賀は沖縄の印象についていくつかの

講話を残しているが，そのなかでとくに日露戦争に

おける沖縄出身兵士の働きを喧伝し，「戦勝の民」

の心得，「勤皇心・大和魂」の発揚を強調している。

そして，「琉球人は真面目に教育すれば教育するだ

けの価値はある」としたうえで，「琉球の発達こそ，

外国有識者をして，日本が朝鮮を開発し得くしと確

信せしむる前提に供したりとすれば，琉球の発達は

即ち世界に対する日本の品格を（中略）重からしめ

るもの」である，としている｡また，日清・日露期

までの「琉球人の頭の極の奥には或物が潜んで」い

たが，日露戦争の勝利により「琉球人の心機が全然

一変した」とも述べている（拙著『沖縄歴史への視

点』1981年，沖縄タイムス社)。

「琉球人の頭の極の奥」に潜んできた「或物」が

日露戦争により払拭され，「琉球人の心機が全然一

変した」という志賀の観察は，「或物」を反日．親

中感情，「一変した」「心機」を「皇民」意識と置き

換えれば，当を得たものといえよう｡こうした「心

機」の「一変」があったれぱこそ，次に述べる河上

肇舌禍事件が発生したのである。

河上肇は志賀より５年半後の1911年４月に沖縄を

訪問した。河上は求められて講演したが，そのなか

で「沖縄は言語，風俗，習慣，信仰，思想其他あら

ゆる点に於て内地と其歴史を異に」するが，それ故

に，沖縄人をして「忠君愛国の思想に乏し」いと非

難する向きがある。しかし，実は「之なるが為に却

って沖縄人に期待する所多大なると同時に又最も興

味多く感ずる」といい，その理由として，忠君愛国

を「特有の美点」とする国家心旺盛な日本にあって，

｢国家心の多少薄弱なる地方〔いうまでもなく沖縄

のこと〕の存するは最も興味ある事に属す」からだ

という（拙著『沖縄歴史論序説』1980年，三一書

房)。このように，河上は，沖縄のもつ独自性に注

目し，その独自性の維持と可能性を訴えたのであっ

た。しかし，彼の意図に反して，沖縄人に忠君愛国

琉球・沖縄と日本史像（高良）”



&なく，天皇を頂点とする特定の価値様式への画一

化の途が支配するところとなった。

しかし，日清。日露期の旧慣改革の時期は，また，

沖縄出身者による沖縄研究が開始された時点でもあ

った。伊波普猷によって代表されるこの学問は，明

治国家の一連の施策によって否定された琉球・沖縄

の解明を目指すとともに，琉球・沖縄が日本に属す

理由，属し方~私のいう「日本問題」－を検討

する方法として登場したものであり，沖縄近代思想

史を特徴づける動向の一つであった。それ以前まで

の沖縄研究は，明治国家や県の官僚たちが沖縄施策

をどう展開するかという目的のもとに行った性格の

ものであるか（宮公調査)，さ&なくぱ，帝国大学

の研究者を中心とする少数の人びとが，明治国家の

沖縄施策を合理化したり，純粋に学問的興味で述べ

たものがあるだけである。これに対して伊波普猷ら

の学問は，沖縄人の視点から，琉球・沖縄の全体像

を問題とし，あわせて琉球・沖縄と日本社会との関

係を模索する一種の思想的性格を帯びていた。つま

り，琉球。沖縄を官公調査やアカデミズムの手から，

自分たちの手に取り戻し，これを自分たちの視点で

意義づける仕事だった。

琉球・沖縄の日本への体制的確定がほぼ達成され

た日清・日露期に，こうした学問が登場し，その学

問が初発から「日本問題」を内包した点が重要であ

る。このことは，琉球・沖縄の日本社会への体制的

確定が，沖縄人にとって根の深い問題を残して遂行

されたものだったことを示唆している。

根の深い問題へのこだわりを堅持し，日本社会を，
●●●●●●●

多様な個性・独自性を含i2f形成された社会としてと

らえかえすために，依然として「日本問題」を提示

しつづける学問一伊波普猷以来このかた，この性

格が琉球史研究から遠ざかったことばない。

の念が乏しいとの侮辱をうけたとして当時の地元新

聞が激しい非難を浴びせたため，河上は滞在予定を

切り上げて沖縄を去らざるをえなかった。

志賀重昂の喧伝を歓迎し，河上肇の指摘に反発す

るまでに，文字どおり「琉球人の心機」は「全然一

変」したのであった。

IＸ形成されたものとしての日本社会

古琉球において独自の国家として成立した琉球王

国とその住民は，島津侵入事件を契機とする近世に

おいて政治的経済的に日本社会へ包摂されはじめた。

しかし，この包摂は「異国」的側面を残したものだ

ったために，その「異国」的内容をなす冊封・進貢

関係および王国体制の否定という新たな課題に明治

国家は向かわざるをえなかった。琉球処分は，この

課題を達成するために「上からの・他律的な民族統

一」として惹起したものである。島津侵入。琉球処

分という二つの事件によって段階的に日本社会に編

成された，と規定したのは，以上の把握に立っての

ことである。

琉球・沖縄の全面的な日本社会への編成，すなわ

ち「沖縄県」体制の実現以後，内外の諸情勢を考慮

してとられた１日慣存続ののち，日清・日露期の情勢

変化を背景に，明治国家は琉球・沖縄の編成作業の

最後の仕上げともいうべき旧慣改革を実施し，これ

を達成する。これにより，琉球・沖縄の日本社会へ

の体制的確定が実現し,「日本人」としての自覚・意

識が社会的に成立しはじめる。しかし，この「日本

人」としての自覚・意識とは，近代天皇制下におけ

る「皇民」としての地位を獲得する営為にほかなら

ず，この地位の獲得のためには琉球・沖縄の独自性

は場合によっては抹殺せざるをえない客体となった。

このような状況のもとにおいては，歴史形成を異

にする琉球・沖縄を編入することによって近代日本

はいかなる国民国家を目指すべきか，という課題が

提起されようはずもなく，同時にまた，琉球・沖縄

の側から近代日本の在り様を問題にする視点も明確

に提示されようはずもない。結果として，近代日本

における国民国家形成が多様性を含むものとしてで

はなく，また，多様な個性・独自性を含承っっ，日
●●●●●●●

本社会は形成されたものであるとの認識をもつこと

”世界史認識における国家（全体会）


