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沖縄における米軍基地就労経験者の職業経歴

- ライフコース論の視点から(1)

安 藤 由 美

1.問題の所在

本稿の目的は､沖縄における米国軍隊の長期駐留という歴史的条件が､

個人の職業経歴をどのように形成 したかを､米軍基地での就労経験者 (男

性19人)の事例分析をとおして､ライフコース ･アプローチを用いて考察

することである｡

周知のように､戦後の沖縄は長期にわたる米国の占領と米国軍隊の駐留

を経験 し､男女を問わず多 くの人が､基地労働に従事 したり､あるいは基

地関連の産業に従事 してきた｡敗戦直後から､沖縄の本土復帰とともに米

軍基地の機能が縮小されるまでの､少なくとも30年間近 くは､沖縄の労働

市場や人びとの職業生活にとって､基地の存在が大きな位置を占めていた｡

そこで､米軍基地での就労経験者の職業経歴をとりあげ､基地が提供 した

雇用市場とその変化のなかで､人びとが職業経歴をどのように歩んだかを

考察することをとおして､戦後の沖縄社会に対 して米国の占領と米軍の駐

留がおよぼした影響の一側面を描いてみたいというのが､本研究のねらい

の一つである｡

戦争末期の戦災による壊滅的打撃とそこからの社会経済復興 (しかもそ

れが占領政策下で進められた)という点では､沖縄 も日本本土と同じ様な

歴史的条件下に置かれ､その意味では､年齢やライフステージの異なる人

びとに対 してもたらした影響は共通するものがあろう｡ しかし､沖縄の状

況は､米国の占領はほほ30年の長きに渡 り､さらに本土復帰以後 も､沖縄

が米国の軍事政策の重要拠点であり続けているために､米軍基地関連の産

業は､長期間に渡って沖縄の経済を支配 し､雇用機会を大量かつ継続的に

もたらしたという点で､本土と異なっている｡

ここ数年､筆者は､中高年の人びとのライフコースについてのインテン
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シプな回想的データの収集を行っているが､その過程で､激烈な地上戦の

体験もさることながら､戦後の米軍の占領と駐留が､あるコーホートの人

びとの職業経歴に､基地での就労というかたちで直接的な影響を及ぼし､

しかも､それが後の人生やほかの生活面にも波及しているのではないかと

いう問題意識をもつに至った｡戦後の米軍基地の建設ラッシュと機能拡充

は､基地の内外で一時期大量の雇用機会を創出した｡さらに､基地をとり

まく経済構造および労働条件は､朝鮮戦争 ･ベ トナム戦争､沖縄の本土復

帰などの歴史的出来事をつうじて一定ではなかった｡とくに､本土復帰以

後､基地の整理縮小が行われ､そのときに職を失った人びともいた｡この

ように､個人の職業経歴の展開過程は､基地就労の経験のしかたと大きく

関連していたと思われる｡そこで､本稿では､米軍基地関連の就労が個人

の職業経歴上でどのように経験されたかをまず明らかにしようとするので

ある｡ただし､調査デザイン上の制約から､本稿であつかうサンプルは小

規模であるので､現象の記述と問題発見的な考察にとどまることをあらか

じめことわっておきたい｡

2.理論的枠組と概念

ここで､本稿における観察のための理論的枠組と概念について簡潔に提

示しておこう｡基地就労経験者の職業経歴を社会構造および歴史的脈絡の

なかにおいて考察する際の基本的な関心は､｢人生と全体社会の変動がい

かにリンクしているか｣にもとづいている｡そこで本稿は､こうした関心

をふまえた理論的視点と分析方法として､｢個人の人生､人間発達､加齢

を､変動する社会に位置づけて研究するための一般的理論枠組｣であるラ

イフコース論に依拠 している [Elder,1992:1128]｡ライフコースとは､

｢社会的諸制度にはめ込まれた､また歴史的変化を遂げうる､年齢階層化

した人生パターン (age-gradedllfepattern)｣である [Elder,剛 ｡この概

念規定をふまえて､本稿においてもっとも基本的な視点をいくつか述べよ

う｡なお､ライフコースと職業経歴がどのような関係にあるかは後で提示

する｡
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まず第-に､ライフコースとは年齢階層化した社会構造 (ないし制度)

のなかを個人が生涯時間をつうじて歩む加齢パターンだということである｡

このことから､われわれが対象とする基地就労経験者の人生は､職業生活

も家族生活も､まずは沖縄社会の諸制度とくに年齢階層化した役割構造､

そして戦後は米国の沖縄占領によってもたらされた社会的 ･経済的条件と

いう､大きくは2つの社会的 ･歴史的条件のもとで加齢することによって

形成されたものということができよう｡

つぎに､ライフコースは歴史的に変化するものであるという仮定である｡

その変化が生 じるメカニズムないし過程については､複数の次元があると

考えられるが [Rileyeta1.,1972;E)der,1992]､ここではとくに､ライダー

およびエルダーが ｢人生段階原理｣ とよんだものを取 り上げたい｡それ

は､｢ある歴史的出来事のライフコースへのインパク トは､その出来

事が経験 された人生段階 (lifestage)を反映する｣ という仮定である

[Elder,1992]｡いいかえれば､同 じ歴史的出来事 も､それに遭遇する

人生段階が異なれば､影響の受け方 も異なるということである｡この

理論的な観点を操作的にとらえるのに､暦年 (chronologicalyear)およ

び暦年齢 (chronologicalage)が一般的に用いられる｡ というのは､暦

年齢は人生段階と加齢についてのラフな指標 となり､暦年は出生年や

社会システムへの参入年 (結婚年や卒業年)によって個人を特定のコー

ホー トの成員として歴史的脈絡へ位置づけることができるからである

tElder,1978:35]｡このようなわけで､ライフコース分析では､人生

への歴史的出来事の影響の しかたと効果を析出するにあたって､ しば

しば人生移行 (lifetransition)ない し出来事の経験年齢のコーホー ト間

比較が行われる [Modelleta1.,1978;Hogan,1981;森岡ほか,1987:正岡

ほか,1990および1991など]｡ライダーがいみ じくも職業経歴を例にとっ

て述べているように､｢コーホー トが雇用市場に参入 し労働力化する

際の経験のしかたには､そのときの雇用市場の状況が反映される｡コー

ホー トの性格は､好況 ･不況､戦時 ･平時といった歴史的状況と出会っ

たときに占有 している経歴上の段階によって規定 される｣のである
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[Ryder,1965:846]｡これをわれわれの対象者の場合でいえば､職業経

歴 という個人時間が米国の占領 という歴史時間とどのようにかみ合っ

たかをみることが､対象者の職業経歴およびライフコースの特徴を理

解する上できわめて重要だということになる｡具体的には､基地での

就労を職業経歴 を開始 (初就職)から経験 したのか､それとも中途か

らだったのかといったことである｡ただ し本稿では､サ ンプル数の制

約があるので､統計的な集団としてのコーホー トはとくに設定 してい

ない｡また､基地就労を経験 した年齢を統計的に処理するということ

も行っていない｡そのかわ り､職業経歴の開始期あるいは初期におい

て基地での就労を開始 した対象者たちを､歴史的脈絡を共有する ｢基

地就労経験コーホー ト｣ として取 り出したいと考えている(2)0

社会変動 とライフコースを連結する際のもう一つの重要な視点とし

て､コーホー ト内のサブ ･グループにおける較差をあげておこう｡す

なわち､歴史の変動は､おのおののコーホー ト内の社会集団や社会的

カテゴリー- 性別､地域的背景､社会階級などといった- の経験

を分化させると考えられる [Elder,1978:36;Elder,1974]｡ したがって､

｢社会変動をライフコースとリンクさせるためには､コーホー ト内の

成月間の状況的な較差を特定 しなければならない｣ ということになる

[Elder,1978:38-39]｡本稿のデータには､これについての情報は詳 し

くないのであるが､後段で基地就労経験の有無 ･内容 と対象者の社会

階層的背景 との関連についても若干ふれるつ もりであるので､ここに

提示 しておきたい｡

最後に､職業経歴およびそのライフコースとの関係について述べよ

う｡職業研究においては通常､職業経歴ない し ｢キャリア｣の概念に

は､仕事の連鎖を通 した職業能力の向上や地位達成の意味が含まれて

いるし､また､たんに ｢経歴｣ という場合にも､それは職業における

それを指 している｡ しか し､本稿では､経歴はより広義にとらえられ

てお り､またそれはライフコースの構造要素である｡エルダーによれ

ば､ライフコースの構造は､社会的移行 transit10nの継起 sequenceを学
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みつつ､生涯時間を通 じて相互に絡み合う複数の軌道 traJeCtOryない し

行路 pathwayから構成されるととらえられる [Elder,1992:1121]｡本稿

では､経歴をこの定義における ｢軌道｣ と同一の意味で用いている(3)0

経歴 careerとは､もっとも広義には､社会的ネットワークや社会的環

境のなかでの活動や役割の継起 [Elder,1978:22-23]であ り､｢加齢の

過程および年齢構造のなかでの移動によって定義される行路｣ という

ことになる [Elder,1992:31]｡ さらに､構造的には､経歴は社会的移

行ない し出来事の継起を内包する｡この規定をふまえるならば､本稿

では､職業経歴 とは職業領域における移行ない し出来事の継起過程 と

してとらえられ､記述的には､就職､維職､昇進 ･降格､解雇､失業

などの出来事を経験年齢の観点から再構成 したものといえる(4)0

以上のような理論的枠組にもとづ きつつ､本稿では､基地就労の経

験の有無 とその内容､経験年齢 ･継続期間についてのラフなスケッチ

を得たい｡とりわけ､基地建設ラッシュと機能拡充期に学校を終えて

初就職をむかえた り､兵役から復員 し職業についた りした人びとの職

業経歴は､すでに高齢に達 していた人びとやあるいは基地の整理縮小

期に仕事についた若いコーホー トのそれとは一線を画 しているはずで

ある｡では､どのような属性 をもった人びとが基地 と一体 となった経

歴を歩んだのか､これが本稿で取 り組む課題である｡

3.方法とデータ
きたなかぐナくそん

冒頭でも示 したが､本稿の分析対象は､筆者が沖縄県 北中城村でおこ

なったライフコース調査の対象者である､50歳以上の男性世帯主28人のう

ち､米軍基地就労経験のある19人である｡ただし､基地就労の経験がなかっ

た残 り9人についても､比較の意味で適宜ふれたい(5)0

ここで､調査対象地の概況と､沖縄における米軍基地について若干述べ

ておくと､対象地である北中城村は沖縄本島中部に位置する､人口13,707

人､世帯数3.465戸 (平成2年国勢調査)の近郊村で､もともとは南に隣

接する中城村に含まれていた12の集落 (自治区)が､昭和21年に北中城村
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として分離 ･独立 したものである｡戦前はさとうきび農業を主体とするほ

ぼ純農村であったが､現在は第三次産業が経済の中心となっている｡それ

には､さとうきび農業の低落とともに､米軍基地の提供する産業や雇用の

影響が大きいと思われる｡村内の米軍施設が占める面積は213ヘクタール､

比率にして18.6パーセントで､県内のほかの基地をかかえる自治体と比べ

ると決 して大きいほうではないが､県全体の平均11.1パーセントを上回る｡

沖縄占領開始直後の米軍施設への用地接収で2集落が消滅 し (そのうち1

つはその後一部返還)､住民はほかの集落への移住を余儀なくされた｡実

際､先に述べた､本村が中城村から分村 したのも､用地接収によって村が

南北に分断されて行政上支障をきたしたためであった｡このように､村内

にも米軍施設があるほか､周辺にも嘉手納基地を始めとして､米軍基地が

いくつか駐留 している｡このように､地理的位置からみても､北中城村が

米軍基地経済に大きく規定される条件は備えていたといえよう｡

ところで､米軍の駐留が当村 も含めて､沖縄県の経済にもたらした影響

は非常に大きかったことはいうまでもないが､しかし､それは戦後の占領

開始から本土復帰をへて現在にいたるまで一定ではなかった｡北中城村に

ついてこのことがわかる資料がないので､県全体でみておこう｡まず､第

二次世界戟後､米ソ間の冷戦に対応 して､県内の米軍基地は常に機能拡充

がなされてきたのであるが､とりわけ､ベ トナム戦争が本格化 した1964

(昭和39)年から1972(昭和47)年の復帰前まで､その強化がはかられた｡

その影響は､1966(昭和41)年の基地需要額が県民純生産に占める比率が

37パーセントでピークに達 したことからもわかる｡1968(昭和43)年のベ

トナム戦争終結後､基地需要が下落 し､本土復帰以後さらに下がる｡これ

により､基地労働者の大量解雇が行われた｡基地従事者数は､1960年代中

期のベ トナム戦争激戦期のおよそ4万人 (このとき､県の雇用者総数のお

よそ5分の1)から減少 し､1978(昭和53)年には8千人を切ってからは漸

減傾向である｡本研究の対象者たちは､上記のような基地経済のうねりの

中で職業経歴を歩んできたのである(6)｡

以下では､まず､かれらの職業経歴における､米軍基地での就労経験の
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特徴を､就労経験の内容､開始 ･離職の年齢､就労のきっかけ ･離職の事

由､解雇経験､満足度などから記述する｡つぎに､基地での就労経験のあ

り方を規定した要因について､若干の考察を加える｡具体的には､出生コー

ホート､初就職および基地での就労開始の年齢､社会階層などをとりあげ

たい｡

4.基地就労経験者の職業経歴

本節では､基地就労経験者の職業経歴の概略を､とくに基地就労経験と

はどのような内容のものであるかに焦点をおきながらみていこう｡基地就

労経験者の職業経歴の特徴をまとめた表 1と､職業経歴を歴史時間と関連

づけた図1とを用いながら､知見を述べる｡

まず､米軍基地での就労経験がどれほど普及しているかについてみてみ

よう｡普及度または普及率とは､ある出来事が､対象とする集団のなかで

経験される割合のことである｡われわれの対象者28人のうち､米軍基地で

の就労経験のある人は､その約3分の2にあたる19人であった｡これを､

出生年代で大正以前生まれと昭和生まれの2つに大別すると､大正以前の

生まれの対象者は12人おり､このうち7人に基地就労経験があった｡なお､

この12人のなかに明治生まれが 1人含まれているが､基地就労経験はない｡

一方､昭和生まれは16人で､一番若い対象者は昭和14年生まれである｡こ

のうち12人に基地での就労経験があった｡要約すると､大正以前の生まれ

の約6割､昭和生まれの4分の3が基地就労経験者であった｡北中城村在

住の50歳以上の男性にとって､米軍基地での就労経験はかなり一般的であ

るといってよいだろう｡

つぎに､基地での就労を開始した年齢と就労年数および職業経歴におけ

る時点をみよう｡いうまでもなく､米軍基地での雇用機会は､終戦の年で

ある昭和20年より前には存在しなかったのであるから､基地での就労開始

年齢は､一面では対象者の出生年によって決まってくる｡さきに､基地就

労経験の普及率を出生年代で2つのグループに分けて比較 してみたが､そ

の分け方は､ここでもある程度有益である｡すなわち､大ざっばにいって､
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大正以前生まれは､昭和10年代前半までには学校を終えて職業経歴を開始

していたので､戦後基地で働 き始めたのは､20歳代半ば以降であった

(例 :No.37､No.35､No34).一方､昭和生まれの人は､基地での就労

が､職業経歴の開始と重なるか､あるいはごく初期にあたる人が多い｡た

だし､もう少 し細かくみれば､昭和のごく始めの生まれの人は､終戦前に

学校を終えたけれども､戦争末期の沖縄地上戦での逃亡､米軍侵攻後の捕

虜収容所への収監などのために､基地での就労以前に経歴が安定 していた

人はいなかった (例 :No.22､No.66)｡そして､それより後の生まれにな

ると､学校卒業後初めての仕事が基地での就労といったケースが多くなる

といった､若干の違いはある (例 :No.26､No.17､No.9)0

それぞれについて､具体的な事例をあげてみよう｡まず､大正以前の生

まれの基地就労者では､たとえば､大正3年生まれのNo.37は､昭和19年

の応召以前に､フィリピンでの麻栽培､神奈川で工場勤務､沖縄に戻って

製糖工場勤務 と､いくつかの仕事を経験 し､昭和22年に復員後 (33歳)､

基地での就労を開始 した｡また､大正11年生まれのNo.35は､尋常小学校

卒業後まもなく単身サイパンに渡 り､運転手見習いとなった｡その後､正

規の運転手に昇格 し､終戦までサイパンにいた｡昭和20年 (23歳)に引き

揚げ後､その技能を生かして､米軍の嘉手納基地で運転手となった｡同じ

く大正11年生まれのNo.34は､前の2人とは異なり､学卒後､昭和19年に

応召するまで､家で農業をしていた｡復員後､昭和21年 (24歳)に､基地

で厨房要員として働き始めた｡このように､大正以前の出生年代に属する

基地就労者たちは､職業経歴の半ばで基地での就労を開始したのである｡

つぎに､昭和のごく始めの生まれの基地就労者の事例として､昭和 5年

生まれのNo.66は､国民学校卒業後､家で農業をしていたが､米軍侵攻後､

捕虜収容所に入れられ､解放されたのは､昭和24年であった｡翌25年 (20

歳)のとき､海軍基地での港湾作業についたのが､経歴の開始となった｡

また､昭和3年生まれのNo.22は､やはり国民学校卒業後､旧日本陸軍の

航空技能者養成所に志願 して入り､終戦は台湾でむかえたが､そのまま捕

虜となり､昭和22年まで収容所生活を送った｡復員後､半年間ほど港湾労

-58-



琉球大学法文学部紀要 地域 ･社会科学系篇 第 2号

働をした後､昭和24年 (21歳)から米軍のPXで働いた｡

学校卒業後初めての仕事が基地での就労となったケースの事例として､

No.26(昭和11年生)､No.17(昭和13年生)､No.9(昭和13年生)をあげて

おこう｡かれらはいずれも､中学あるいは高校卒業後､すぐに基地での仕

事につき､しかもそれをかなり長期間継続した｡

就労期間に目を転じよう｡図1で両矢印の太線が基地で就労した期間を

表すが､ここからもわかるように､多くの人は､基地での就労は長期に渡

り､職業経歴の大部分を占めている｡しかし､なかには期間が非常に短い

人もいる｡ケース番号でいうと､No,56､No8､No.60､No,28､No.29など

がこれに該当する｡ここから､対象者の基地での就労期間は､長期間にわ

たる場合と､短期間で終わる場合との､2種類に大きく分かれるといえる

だろう｡表 1中の､基地就労の長さと題した項目のカテゴリーは､厳密な

基準はないが､上記の傾向に従って分類したものである｡この基地での就

労期間と､次に述べる仕事の内容との間には関係がありそうである｡なお､

図では就労期間が不詳となっているNo.54を､表では短期間としてあるが､

このケースは､戦後､軍作業をやったことはあるが､昭和27年には自営業

を始めているので､このように類別することに問題はないだろう｡

基地ではどのような仕事についていた (いる)か (表 1)0 19人全体を

見渡すと､労務作業や警備員など､いわゆるブルーカラーの仕事が主であ

るが､これはもとより管理､専門､事務といったホワイトカラーの仕事が

米国人に占められているという米軍基地の性格からして当然である｡しか

し､仕事の内容を子細にみると､それは大きく2種類に大別できる｡その

1つは､コック､運転手､重機オペレータなど､ある程度熟練度を要し､

またその習得に時間のかかるような仕事である (No.35､No.34､No.22､

No.26､No.17､N09など)｡いま1つは､労務作業など単純労働である

(No.56､No.54､No,8､No.60など)0

そして､さきにもふれたように､基地での仕事の内容は､就労期間との

間に関連がみられる｡長期間の就労者には､コック､運転手､重機オペレー

タなど､ある程度熟練度を要し､またその習得に時間のかかるような仕事
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が多い (No.35､No.34､No.22､No.26､No.17､N0.9など)｡一方､短期間

の就労者には､労務作業など単純労働が多い (No.56､No.54､No.8､No.

60など)0

前者の事例をいくつかあげると､さきにも例としてあげたNo.35は､基

地で運転手の仕事を得る際に､サイパンでの経験が役に立ったことは想像

にかたくない｡仕事に必要な技能を基地内で身につけた人もいた｡N0.9は､

中学卒業後､始めは米人家庭でガ-デナ-をしていたが､なにか手に職を

つけたいと思い､昭和34年 (19歳)から､基地で機械のオペレータをめざ

した｡始めは油差しだったが､後に重機オペレータになった｡この重機オ

ペレータというのは､基地内の仕事のなかでも給料が非常によい職種だっ

たという｡また､No.26は､中学卒業後から基地内のレス トランで働き始

め､昭和39年 (28歳)にチーフに昇格した｡もっとも､かれは沖縄の本土

復帰2年前の昭和45年 (34歳)に､自発的に基地のレストランをやめて､

自分の店を開店した｡本土復帰以後は､基地での仕事がなくなるかもしれ

ないと予想したからであった｡このケースは､基地での就労経験がその後

の職業経歴にとって有利に働いた事例でもある｡

一方､単純労働で短期間に終わったケースの場合は､いずれも ｢仕事が

きつい｣､｢給料が安い｣といった､劣悪な労働条件を理由にやめている｡

たとえば､No.8(大正13年生)は､兵役解除後､昭和22年にようやく沖縄

に戻り､職安をつうじて基地の建設作業の仕事についたが､給料が安く仕

事自体も好きではなかったので､5年ほどでやめて､民間会社に就職した｡

No.56(大正9年生)は､終戦時は沖縄で軍属であったが､米軍の捕虜と

なりハワイの収容所に送られ､昭和22年 (27歳)に解放されて沖縄に戻っ

てきてから､米軍での労務仕事についた｡しかし､｢待遇が悪かった｣た

め､1年間でやめ､やはり民間会社に入った｡

ところで､上記のような､就労期間と仕事の内容によって得られる2つ

のパターンの違いをもたらしたものはなんであろうか｡労働条件のよくな

い仕事は長続きしないのは明らかである｡とすれば､ついた職種の違いを

もたらした要因はなにかということである｡具体的には､ある人はなぜ土
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木作業につき､また別の人はなぜ厨房要員になったかである｡少ない事例

から一般化するのは乱暴であるが､筆者は､その一つの要因として､米国

の沖縄占領とともに基地施設が充実 していった歴史的過程､いわば ｢占領

の時間｣があると思う｡つまり､占領開始の時期には､基地やその関連施

設の建設にともなう､多 くの単純労働が雇用機会として提供された｡一方､

戦争が終わって生活の糧を失った人たちは､たとえそれがきつい土木作業

であれ港湾労働であれ､現金収入の得られる仕事ならなんでもやったので

ある｡ しかし､労働条件のよくない仕事についた人は､結果として､長続

きしなかったということであろう｡このことを裏付けるかのように､さき

に短期間就労者として列挙 した3人は､いずれもほほ昭和20年代の前半に

基地で働いていた｡これに対 して､20年代後半から働 き始めた人たちには､

このような短期間の単純労働就労者はまったくいないことに注目しておき

たい｡なお､この ｢占領の時間｣と職業経歴との関連については､次節で

詳 しく論 じたい｡

さて､ここまでは職業経歴の客観的な側面をみてきたが､こんどは､対

象者自身の基地就労に対する主観的な評価を､基地での仕事に対する満足

度とその理由の2つの側面からみてみよう｡なお､満足度は､｢大変満足｣

から｢大変不満｣までの5件法でたずねたが､表ではそれを､プラス(+)､

中立 (0)､マイナス (-)の3カテゴリーにまとめた｡

当然のことながら､単純労働で短期間に終わった人の評価は低いので､

これらのケースを一応除外 してみるならば､基地での仕事に対する満足度

は､お しなべて高いといえる｡また､その理由も､｢待遇がよかった｣､

｢仕事が楽｣､｢給料がよかった｣､｢楽 しい仕事だった｣など､よい労働条

件や仕事の内容に関連 したものが多いOさきにも､重機オペレータが給料

の高いあこがれの職種であったと語ったN0.9によれば､かれがこの仕事

をしていた当時､村役場の係長の5倍の給料をもらっていたといい､この

待遇のよさを満足度が高いことの理由としてあげている｡また､高校卒業

後､基地内のショッピングセンターでショップ ･キーパーをしたNo.28に

よれば､その仕事は ｢待遇が非常によく､当時の基地での仕事でほかに優
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るものはなかった｣という｡そして､かれは､そこで6年間働いて貯金を

作った後､それを元手に東京の大学に進学 した｡このように､米軍基地は､

職種によっては､農村の人びとにとって､現金収入の得られる魅力的な職

場を提供したといえるだろう(7)0

最後に､基地での雇用の安定性という観点から職業経歴をみてみよう｡

米軍基地は現金収入が得られる魅力的な職場ではあるが､その雇用が必ず

しも安定的ではなかったことは､われわれの対象者のなかで､解雇された

経験をもつ人が5人もいたことからもうかがえる｡もとより仕事の内容か

らして､人員整理がたびたび行われたようであるが､それに加えて､冒頭

でも述べたように､ベ トナム戦争をピークに機能拡充が行われた沖縄にお

ける米軍基地は､沖縄の本土復帰以後､整理縮小されていく｡5人の解雇

経験者のうち､3人はこの時期に解雇されている｡そのうちの2人の事例

をあげよう｡

高校卒業後､将校クラブの厨房で働き始めたケースNo.17(昭和13年生)

にとって､基地での仕事は楽しく､また給料もよかった｡しかし､昭和51

午 (38歳)に将校クラブが閉鎖され､これにともなって解雇された｡その

後､特別な資格がなくてもできる仕事ということで､タクシー運転手となっ

た｡しかし､昭和62年 (49歳)に体をこわして退職後､現在まで無職である｡

また､さきにもたびたび登場 している重機オペレータのN0.9は､昭和

53年 (40歳)に解雇された｡その後､しばらくは親戚が経営する水道工事

業を手伝うが､小さな会社で不安だった｡昭和55年に､役場で大きな機械

を購入しオペレータを募集するという計画があったので､水道業をやめて

役場からの募集を待ったのだが､その計画が財政的な理由で中止になる｡

結局､役場の建築課が教育委員会に働 きかけてくれて､村営幼稚園の送迎

バス運転手として勤めることになった｡かれの場合､重機オペレータへの

未練は依然強いようである｡

いまみた2人に共通するのは､基地での仕事に対 して満足度が高かった

こと､職業経歴中盤すなわちきわめて生産的な年齢で解雇されたこと､解

雇された後の経歴の展開のしかたが必ずしもかれらの本意ではないことな
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どがあげられよう｡これらの点からみて､かれらにとって解雇の経験は､

経歴上の大きな屈折点になったといえよう｡

以上､基地就労経験者の職業経歴の概略をみてきた｡次節では､ここで

記述された就労経験の特徴を､それを形づ くった要因または背景と関連づ

ける意味で､人生段階､コーホー ト､コーホー ト内のサブパターンという

3つの観点から整理してみたい｡

5.基地就労経験の歴史的および社会的要因

理論的枠組のところでも提示 しておいたように､ライフコースを歴史的

脈絡あるいは社会変動と関連づけ､そこになんらかの規則性 (パターン)

を見出そうとするならば､歴史的脈絡との遭遇を条件づける変数としての

コーホー トおよび人生段階 (経歴上の段階もしくは年齢)､そして､特定

の歴史的変動の経験のコーホー ト内サブグループ間較差といったことに着

目する必要がある｡そこで最後に､基地就労経験者の職業経歴のパターン

化の方向を探ってみたい｡本稿では､サンプル規模の制約上､統計的に有

意な知見を望むべ くもないが､少なくとも将来の研究デザインに役立つよ

うなかたちでの知見を提出しておきたいからである｡

(1)｢基地就労経験コーホー ト｣としての対象者たち

まず､最初の問題は､われわれが前節で観察 したような基地就労経験者

は､固有の歴史的存在かどうかということである｡すでに明らかなように､

米軍基地での雇用機会は昭和20年より前には存在しなかったのであるから､

観察する年代帽を広 くとって､それまでに職業から引退していた人びとも

含めていうならば､今回の対象者は､職業経歴の全盛期に基地で働いたと

いう意味で､固有の歴史的コーホー トであるといえる｡

しかし､サンプルの制約上､それ以上の詳 しい点検は不可能である｡と

いうのも､対象者の属性には､あらかじめ調査時点において50歳以上の世

帯主という限定があったため､比較できる出生年代はおのずと限られてし

まうからである｡すなわち､その下限は､説明するまでもなく年齢の限定
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があり､上限については､世帯主という地位を調査時点で有するという条

件のために､きわめて高齢にある人びとは除外されている｡したがって､

基地で就労した人びとが特定のコーホー トに属するのかどうかをはっきり

知ることはできない｡

そこで､代替的な方法として､対象者の父親と子どもを含めた3世代間

での比較を試みた｡ただし､その情報はきわめて断片的である｡父親につ

いては､最長職に加えて､対象者の成人期への移行の各出来事 (学卒 ･初

就職 ･初婚)時点の職業が得られているが､子どもについては､現在の職

業しか得られていない｡このような制約のもとでの比較であるが､米軍基

地での就労経験があるケースは､父親に1ケースのみ認められた｡対象者

の子ども世代が職業経歴を開始 したのは､早 くて昭和30年代終わりからで

ある｡現在の職業だけで多くのことをいえないのは承知 しているが､しか

し少なくとも､子ども世代には米軍基地での仕事を最長職にしている人は､

おそらくいないと思われる｡すでに述べたように､米軍基地は昭和40年代

半ばから規模縮小の方向に転 じ､大規模な人員整理が行われていく｡こう

した状況と照らし合わせても､対象者の子ども世代が､基地での就労を主

たる仕事にしなかったことは､容易に想像できる｡

このようにみてくると､50歳から70歳代にまたがる今回の対象者たちに

基地就労経験者が多いのは､偶然とはいえないだろう｡そして､さきにも

述べたように､かれらの職業経歴の全盛期が米軍基地の存在がもっとも顕

著な時代と重なったことと考え合わせれば､かれらは固有の歴史的存在､

すなわち ｢基地就労経験コーホー ト｣ともいうべき人びとであるといって

もよいだろう｡

(2) 人生段階と米軍基地

上で取 り出した ｢基地就労経験コーホー ト｣は､ラフな視点からみたも

のであり､このような歴史的に固有な存在を識別することに､もちろんそ

れなりの意義がある｡ しかし､社会変動とライフコースの関係をデータで

検証 していくには､戦後の米国による占領という､それ自体変化を含む歴
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史過程と､ライフコース上のどの段階で遭遇 したか､すなわち､社会変動

と人生段階との関係をみる必要があろう｡そのような観点でみると､前節

でもふれたが､われわれの対象者は､出生年代にある程度広がりがあるた

め､基地での就労を開始した年齢あるいは経歴上の段階にも広がりがあり､

そして､その違いが就労経験のあり方に較差をもたらしていたように思わ

れる｡すなわち､基地就労経験コーホートは､さらにいくつかのサブコー

ホー トに分かれるということである｡

歴史的出来事ないし社会変動とライフコースがどのようなタイミングで

遭遇したかをみるのに､2つの観点があると思われる｡1つは､米国の占

領およびそれによる雇用機会の出現を単一の歴史的出来事としてみた場合､

その出来事に対 して､何歳で､あるいは､どのような人生段階あるいは経

歴上の段階で遭遇したかということである｡これに対 して､占領政策の変

化にともなう基地での雇用市場の変動を考慮に入れた場合､ライフコース

上の段階にかかわらず､どの歴史的時点で基地での就労に対する選択に遭

遇し､その結果として基地で働いたのかあるいは働かなかったのか､とい

う見方もできる｡そこで､これら2つの観点から､対象者のライフコース

および職業経歴をみてみよう｡

まず､最初の点であるが､われわれの対象者の場合､基地就労者の間で

は､何歳で､あるいはどの段階で基地で働き始めたかによって､職業経歴

のあり方に大きな較差が出たということはとくに認められなかった｡しか

し､おそらく､基地で働いたことがない人も含めて､基地就労経験の有無

との関連をみた場合､このことは意味をもってくるかもしれない｡という

のは､これまでみてきたように､基地就労は､ちょうど職業経歴の開始期

か初期に基地での雇用機会が開かれていたケースに顕著にみられたからで

ある｡そして､われわれの直接の対象者のなかにも､戟後にはすでに職業

経歴の中盤にさしかかっていた大正以前生まれよりも､戦後に職業経歴を

開始した昭和生まれのほうに､基地就労経験者が多かったからである｡た

だ､それを確証させるデータはない｡これを知るためには､戦前と戦後で

の経済的背景および雇用市場の変化といった歴史的条件と､個人のライ7
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コース上の段階および家族の経済的状況および労働力配置 (すなわち家族

周期)との関連をみなければならないだろう｡

つぎに､経歴段階にかかわらず､どのような雇用市場の状況下で働き始

めたかについては､前節でもみたように､昭和20年代前半の占領開始のご

く初期に働いたか､それとも､20年代後半以降であったかによって､基地

で働いた期間および職種に違いが認められた｡すなわち､短期間の単純労

務作業だけに終わったケースは前者に集中し､これに対 して､ある程度熟

練を要する仕事に長期間ついたケースは後者の時期に多くみられたのであ

る｡そして､この違いを､いわば ｢占領の時間｣､すなわち米国の占領政

策の変化およびそれにともなう基地での雇用市場の変動との遭遇のタイミ

ングによるものではないかという推論を提示したわけである(8)0

このような占領の時間のライフコースの時間への影響は､本土復帰以後

の基地の縮′J､期にもみられた｡ベ トナム戦争が終結し､昭和50年代にはいっ

てから､解雇された人が3人いた｡また､前節ではふれなかったが､この

時期に基地で働 くのをやめた人は､この3人のほかに､さらに5人いるの

である｡かれらは､いずれも ｢定年｣でやめた､あるいは年齢的にきつく

なったので自発的にやめたケースである｡この合計8人を図 1でもうー度

みると､No.37､No.35､No.14の3人は､やめた理由が定年にせよ解雇に

せよ､年齢的にも､家族周期からみても､そろそろ職業からの引退を考え

る時期と､基地の縮小期が一致 したケースであるといえる｡これに対 して､

かれらよりも出生年代がずっと遅いNo.17やN0.9は､さきにもみたように､

職業経歴の全盛期に解雇され､その後の適応に苦労した｡このように､基

地の縮小という歴史変動がライフコースにおよはした影響は､対象者がど

の時点でこれに遭遇 したかによって異なるといえるだろう｡

(3) コーホー ト内サブグループ間較差

ここまでの観察では､歴史時間への位置づけを同じくする､いいかえれ

ば､同じコーホー トに所属する人びとは､歴史変動の影響の受け方も共有

するという仮定に基づいていた｡しかし､このような特定の出生年代に生
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まれた人びとが､すべて基地就労経験者であったわけでは､もちろんない｡

また､同じ基地就労経験者でも､経験の内容は個人のさまざまな背景によっ

て異なるだろう｡そこで､理論的枠組のなかで提示したように､コーホー

ト内の較差に着目する必要が出てくるわけである｡

ただし､今回は量的な分析はできないので､同じ出生年代に所属しなが

ら､基地就労の有無を分けた要因または条件はなんであったかという1点

に絞り､事例ごとの観察から､今後の研究の指針となりうるような考察を

行っておきたい｡そこで､以下では､これまでふれてこなかった､基地就

労を経験 しなかった人のライフコースおよび職業経歴にも着目してみる｡

すでに述べたように､基地就労経験がない人は9人 (大正以前生まれ5

人､昭和生まれ4人)であった｡主な仕事の内訳は､農業3人､公務員又

は団体事務職員4人､民間会社の被雇用2人である｡では､なぜかれらは

基地で働かなかったのか｡それぞれの事例を詳細に観察した結果､農業専

従者と公務員または団体事務職員について､それなりの理由付けが可能で

あるように思われるので､かれらの事例をあげておこう｡

まず､農業専従者についてであるが､そもそも今回の対象者のほとんど

全員が農家出身であり､基地就労経験者のなかにも､親や配偶者が農業を

やっているケースもあるので､家業が農家か否かという問題の立て方自体

は無意味である｡むしろ､農業の規模や労働力配置の較差をみる必要があ

るが､そのようなデータはない一｡そこで､農業を継いだ特別の理由があっ

たのかどうかについてみてみる｡

No.18(大正 9年生)は､農業以外の仕事をしたことがない｡次男

として出生するが､長男が幼少時に死亡 しているので､実質

長男一人っ子である｡

No.3 (昭和 5年生)はあととり長男で､かれによれば､｢家の農

業を継がなければならなかった｣｡農業のほかにも民間会社

での警備員をやった｡

No.53(明治41年生)は､一人っ子として出生｡主な仕事は家業の

農業だが､戦前にはフィリピンへの出稼ぎもやっている｡戟
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後は一貫 して農業｡対象者のなかでは最年長で､終戦時の年

齢は37歳であった｡

これら3つのケースに共通するのは､長男あととりで一人っ子であるこ

と (ほんらいのあととりが亡くなったりして本人があととりになったとい

うケースも含めて)である｡もちろん､基地就労経験者のなかにも一人っ

子長男はいるので､それだけでは農業を継がなければならなかった理由に

ならないかもしれない｡しかし､おそらくほかの条件が重なって､結果的

には農業専従者の道を歩んだのかもしれない (たとえば､充分な規模の農

業経営が可能なだけの土地資産があったなど)0

また､No.53､No.18に共通するのは､対象者のなかでも年長の部類には

いることである｡さきにもみたように､基地就労経験者のうち､大正以前

生まれには､労務作業の短期就労が多かった｡これを基地で開かれていた

雇用機会と対象者の人生段階および経歴上の段階がマッチしなかったから

ではないかと推測したのであるが､このような推測はここでもある程度有

効かもしれない｡すなわち､米軍基地での雇用機会が出始めたときには､

大正以前の生まれの人にとっては､新 しい選択をするには年齢が高 くなり

すぎていたのかもしれない｡とくに､No.53はこれがあてはまると思われる｡

つぎに､公務員または団体事務職員についてみてみよう｡ただし､戦後

一貫 して警察官であったNo.25(大正10年生)はもともと当村の出身では

なく､当村の駐在勤務になったことを理由に昭和38年に来任 したので､一

応考慮の外におく｡

No.59(大正3年生)は､終戦前からおもに役場勤めをし､助役ま

で務めて引退 した｡フィリピンに移住 した叔父が中学に進学

するための学費を出してくれる予定になっていたが､その叔

父が急死 したために､進学を断念した｡

No.30(昭和 9年生)は教師の父親をもち､高校卒業後､団体職員

になった｡現在は理事をしている｡

No.21(大正4年生)は､使用人を使うほどの裕福な家に生まれた｡

家族内の事情で旧制-中を中退後､役場での臨時職をしなが
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ら家業の農業をした｡兵役後､昭和23年まで警察官をし､戦

後はおもに行政府関係機関で事務職をしたが､職場は数え切

れない くらいかわった｡60歳から12年間は自治会長を務め

た(9)0

これら3つのケースに共通する点は､まず仕事の内容がいわゆるホワイ

トカラーであること､そして､このような仕事につくための経済的資源や

家の社会経済的階層を背景としたアスピレーションを有 していたと思われ

ることである(10)｡とすれば､出身階層や学歴が高い人は､米軍基地で日

本人に対 して開かれていたような､主として技能的仕事の雇用機会を利用

することが少なかっただろうと考えられる｡もしこの仮説を前提とするな

ら､さしあたって2つの作業仮説が導けるだろう｡1つは､高階層出身 ･

高学歴者は､基地就労経験が少ないだろうというものであり､いま1つは､

基地就労者のなかでも､こうした背景をもつ人は､基地での就労はテンポ

ラリーなものだろうというものである｡

そこで､これらの仮説について調べるために､もう一度基地就労経験者

のほうをみると､以下のことがはっきりする｡すなわち,基地就労経験者

には､高階層の出身者および高学歴者が少ないことである｡このことは､

さきの作業仮説の 1番 目と矛盾 しないであろう｡ もちろん例外 もある

(No.8､No.22､No.28､No.29)｡ところが､これら例外としてあげた4つ

のケースは､いずれも基地での就労が短期間であった｡したがって､2番

目の作業仮説とも矛盾 しない｡このなかから､先にも紹介したが､ショッ

プキーパーをして貯金をためた後､東京の大学に進学 したNo.28の例をあ

げよう｡かれによれば､進学を決めた理由は､｢周囲の人がどんどん進学

していくので､自分も遅れをとりたくなかったから｣であった｡かれの場

合､父親は旧制の私立大学､母親は女子師範学校を卒業しており､教育的

アスピレーションがとくに強かったと推察される｡したがって､かれが言

う ｢周囲の人｣とは､似たような出身背景をもつ職場の同僚を指 している

ことは間違いないであろう｡

以上の考察から､今後の研究の指針となりうるような仮説命題をいくつ
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かあげるとすると､まず､社会経済階層が高く､ホワイトカラーの職業に

つく資源やアスピレーションをもっている人は､ブルーカラーの職業が大

半を占める基地での就労につかなかったという命題を立てることができよ

う｡つぎに､あととりで農業を継いだ人は､ほかの条件ともあいまって､

農業を主な仕事にすることを選択 したという命題も検証 してみる必要があ

ろう｡

6.おわりに

最後に､残された問題と今後の課題について簡単に述べて､本稿の結び

に代えたい｡

まず､本稿で観察されたような､人びとの職業経歴における基地との関

わりが､北中城村という-対象地を超えて､沖縄においてどのくらい一般

性をもつのかという問題である｡本稿で提示された知見は､沖縄を母集団

とした､規模と構成において統計的に意味のあるサンプルを用いた調査に

よって検証されなければならない｡ただ､本研究は､そもそも当初から方

法的な弱点を背負っている｡それは､サンプルの代表性とデータ収集の方

法の2点である｡サンプルの代表性の問題とは､とりわけ沖縄の場合､県

民の4人に1人が死亡 したといわれる地上戦の影響でコーホー トの残存率

が低いことである｡これは本稿のように戦後の職業経歴の展開を扱う限り

においてさして問題ではないが､戦前を扱う場合には､その欠落は無視で

きない規模のものであろう｡データ収集における問題点とは､本研究は過

ぎ去った過去の事象を扱っているため､遡及的なデータ収集､いわゆる回

想法を用いることによる欠陥- 情報の精度の低下､主観的情報のバイア

スまたは欠如など- を免れないことである｡ しかし､そうした抜きがた

い欠陥をもちつつも､あえて筆者が本稿のような研究に取 り組むのも､激

動の沖縄の昭和を生きてきた人びとのライフコースを､かれらが生存 して

いる間に､限定されたかたちであれ記述 しておきたいと思うからである｡

つぎに､理論的な観点からみた課題であるが､本稿では､職業経歴への

歴史的脈絡の影響に焦点を絞って観察 したが､ライフコース分析では､こ
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れに加えて､他者と関係する複数の経歴や移行の相互連関､およびライフ

コース上での先行する移行の後続のそれへの影響を扱うのが､その戦略的

強調点である [Elder,1985]｡これをふまえるならば､本研究において今

後取 り組むべき課題として､まず､基地就労の経験の有無やその内容に較

差要因として､ライフコース上のほかの経歴はどのようにかかわってくる

のか､そして､逆に､基地での就労経験はほかの経歴にどのような影響を

およはしたか (およぼきなかったか)､さらに､そうした経歴間の相互連

関はライフコース上でどのような過程をたどったか､といったことがあげ

られるだろう｡とりわけ､家族経歴- 家族内のほかの成員の経歴や移行

と相互規定の関係にある- との関連が重要であると思われる｡

ところで､本稿ではデータの整理の都合上､対象者を男性に絞ったが､

実は女性にも基地就労者は少なくない｡家族経歴との関連という点でいえ

ば､女性の基地就労経験者の職業経歴パターンは､農家の女性が雇用労働

力化していく過程と､それの家族への影響という観点からみて興味深いも

のであるに違いない｡

注

(1) 本稿は､第67回日本社会学会大会 (1994年11月5-6日､於同志社

大学)における一般研究報告 ｢沖縄における基地就労経験者のライフ

コースと職業キャリア｣に基づいている｡

(2) ただし､ライダーやライリーたちが問題にしているコーホー トは､

たんなる統計上の集団ではなく､個人水準の経験の集合が社会の構造

や変動の決定因として作用 していく過程をとらえるための概念である

ことに注意する必要がある｡この意味において､本研究は､米国占領

という歴史的条件の規定を受けた基地就労経験者たちのライフコース

が､こんどは沖縄社会にどのようなインパクトをもっていったかとい

う考察につなげていく必要がある｡

(3) エルダーも始めはcareerないし Careerline ということばを用いて

いたが､後にtrajectoryを使用することを提案 している [Elder,1985
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:31]｡筆者自身は､日本語では､これら3つの用語に対応するもの

として､とりあえず ｢経歴｣で不都合はないと現時点では考えている｡

(4) ほんらいライフコース分析において､経歴ないし軌道の概念を用い

る目的は､エルダーの定義に述べられていたように､それらが生涯時

間をつうじて相互に絡み合うダイナミックな過程を問題にしたいから

である｡したがって､将来的には基地就労者の職業経歴が家族経歴や

教育経歴などとの相互連関において分析されることを予定 して､ここ

でこのような概念規定を行ったのである｡

(5) 1992年 7月現在で当村在住の世帯主夫婦のうちから､夫婦ともに50

歳以上の世帯67戸を対象に､ライフコース調査を行い､42世帯 (うち､

夫32人､妻35人)の有効票を得た｡ただし､この67世帯は､全世帯の

中から直接抽出したのではなく､前年に現住家族についての留め置き

調査を行った際に､住民台帳から無作為抽出で選定 した225世帯 (有

効票)のなかから､さらに年齢を限定 して取 り出されたものである｡

そして､本稿では､夫32人のうち､比較的最近に当村に来任 した4人

を除外 した､28人を分析の対象とした｡この28人の中に､当村出身で

ない者が4人含まれているが､かれらは沖縄の本土復帰以前から本村

に在住 しており､またそのうち3人は職業経歴が基地経済の影響を隻

けていると思われたので､分析に含めた｡

(6) 琉球銀行調査部 ｢ドル経済と労働｣(たいらこうじ監修 ｢リーディ

ングズ労働市場論｣､1990年､沖縄労働経済研究所､第 1章所収)に

よる｡

(7) もちろん､筆者には､米軍基地の存在を正当化する意図はまったく

ない｡しかし､ここで述べられた人びとの基地労働に対する評価は､

偽らざる正直なものであろう｡ところで､基地で働 くことには､現金

収入以外に､物資を得られるメリットもあった｡食料品やたばこなど

の時好品を始め､種々の横流 し品を ｢戦利品｣として､親戚や近所に

配って重宝がられたという｡No.22が､基地で働 くことにした理由と

して ｢物資が豊富だった｣とコメントしていることが､それをほのめ
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沖縄における米軍基地就労経験者の職業経歴 (安藤)

かしている｡

(8) 今世紀初頭における米国最大の繊維工場における労働者とその家族

のライフコースについて研究 したハレープンは､工場の盛衰も含めた

産業資本主義全体の歴史過程を ｢産業時間 (industriaHime)｣とよび､

これとライフコース上の個人時間 (individualtime)および家族周期

上の家族時間 (familytime)との連関を分析 したが､本稿の ｢占領の

時間｣もこれに倣って名付けてみたのである [Hareven,1982]｡

(9) この自治会長の仕事は行政の委託業務を行うもので､村役場から毎

月の固定給のほか年2回賞与も支払われるので､事実上､自治体の準

職員といってよい｡

(10) 教育的 ･職業的アスピレーションと社会移動の関係については､中

山ほか [1979]などに詳 しい｡
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