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沖縄のフィリピン人

一定住者としてまた外国人労働者として－
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第三章沖縄におけるフィリピン人社会一ニューカマーー

ここでは、1980年代前半から基地歓楽街で働くエンターテイナーとして参入

した若いフィリピン人女性一ニューカマーーについて論じる。彼女らが主に

働く歓楽街は、第２次世界大戦後の米軍の駐留に伴って、米軍兵士を相手にす

るパーやクラブが本島中北部の基地周辺に集まって形成されたものである。沖

縄の売春は「基地と共に発生した」と言われるほど、売買春産業は基地歓楽街

において主要なものであった')。本章の目的はニューカマーがどのような経緯

で沖縄の基地歓楽街でエンターテイナーとして売買春を含む性風俗産業で働く

に至ったのか、彼女たちの沖縄での就労・生活はどういったものであるかを明

らかにすることにある。

１．基地売春とフィリピン人

十数万人の犠牲者を出した沖縄戦が終結したとき、廃嘘と化した沖縄本島に

出現したものは広大な米軍基地であった。米軍が本島内の農耕地を軍事基地用

地として接収したために離農者が十数万人にまで及び、このような状況のなか

で戦争未亡人を中心に米軍兵士相手の売春婦が基地周辺に自然発生的に集まり

出した2)。この当時、売春は特に女性にとって数少ない生存手段の一つであっ

た。彼女たちの多くは基地周辺の街角に立ち、米兵と交渉をもつというもので、

その形態は単純売春であった。このようにして、戦後沖縄の基地売春が始まつ

(１）
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た。

終戦後数年は単純売春がほとんどであったが、これらは次第に売春業者によっ

て組織化され、前借金がらみの管理売春へと形態を変えた。ここではかなり搾

取的な歩合制度が取られ、従業婦には固定給が支払われず、彼女たちには性交

渉による以外に収入はなかった。しかも、その収入は業者と折半または四分六

分という歩合制によって搾取され、さらに、彼女たちの実際の取り分さえも前

借金を理由に取り上げられ、恩恵的に－，二割程度の小遣いしかもらえないの

が実情であった。復帰前の基地歓楽街では、このような前借金を拘束の手段と

した管理売春が支配的な売春形態であった3)。

1964年の琉球政府法務局市町村別売春形態調査では沖縄の売春地域は全市町

村数の約半数の23市町村、４６地域にまたがり、業者数927,従業婦3,709人となっ

ているほか、Ａサイン風俗営業が基地周辺の11市町村で476の業者により営ま

れ、3,440人の従業婦がそこで働いていることが明らかにされた。このような

地域での売春婦の人数について、1969年に琉球政府警察局が行った調査による

と売春婦と思われる者の数が7,362人、このうち6,350人がＡサインパーを含む

基地周辺に集中していた`)。

売春をうながしたのは生活苦と貧困であった。売春婦の年齢層を見てみると、

どの売春形態の場合も、２６歳以上30歳未満が最も多く次いで20歳以上25歳未満、

31歳以上35歳未満という順となっている。彼女たちの家庭状況は全体の60％が

離婚経験者で、別居、内縁関係者が10％、独身者30％、さらに、全体の30~４０

％ｶﾊﾞ子供をかかえている。最終学歴は中卒90％、残りの10％は小卒､高卒となっ

ている。出身地は農村がほとんどである`)。全体の30~40％に子供がいるとい

う事実は、彼女たちの多くが生活状況の苦しい母子家庭であることを推測させ

る。

基地売春の需要の発生については、県内の米軍基地へ米兵の流入に直接の要

(２）
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因があり、米軍も公式には売春を禁止する態度を取ったが、兵士の管理上の必

要から実際には黙認ないし暗に奨励さえした6)。また、米軍布令-144号、琉

球政府立法35号等のように売春を取り締まる法規はあったが､規定が不備であっ

たり、琉球政府側に捜査権がないなどの理由で実効性がなく取締りも不＋分で

あったことも、基地売春の需要を抑えられなかった要因である７)。

このような状況は、1972年の日本復帰後の海洋博覧会にはじまる沖縄県の観

光政策によって来沖した多くの観光客や、復帰前後のベトナム戦争による米兵

のさらなる流入により一変した。沖縄県の観光客は、復帰した1972年に44万人

を記録し、収入も約300億円であったのが、昭和55年には観光客が180万人台に

増加するとともに、収入も1,800億円に達し、県経済の大きな柱になった。そ

して、沖縄の観光は売春によって－部支えられていたのである。キーセン観光

に代表される日本人男性の買春観光は、1970年代に始まり、海外に出かける場

合は、台湾や韓国といった地域がほとんどであったが、一方で沖縄行きの買春

ツアーがあった。県内の個室付浴場売春事犯で検挙された相手方の男性のほと

んどが観光客であったこと、また、沖縄県警が売春関係営業所と観光客の相関

関係を指摘していることは、買春ツアーが沖縄の売春業にかなりの金額を落と

したこと推測させる0)。

次に、ベトナム戦争と沖縄の売買春産業の関係について述べたい。1965年２

月から1973年１月にフランスにかわって米国がベトナムに軍事介入し、1967年

には50万人を越える米軍兵士が参戦した。在沖米軍基地は、地理的な要因から

`oKEYSTONEOFTHEPACIFIC,，と呼ばれ、文字通りに太平洋の要石とし

て、ベトナムに向かう空軍機や艦隊の補給基地として重要な役割を果たし、さ

らに多くの米軍兵士が流入した。

１ドルが360円であった当時、このような多くの兵士の流入は、基地歓楽街

にあった売買春産業を非常に活気づけた。金武町で復帰前からパーを経営する

(３）
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女性は、「今飲み物すら買いきれない兵隊もいる。ベトナムに行く兵隊は、い

つ死ぬかわからんから金銭感覚がなくなっていたのかもしれない。だから、昔

はペイデイには札束をカウンターに積んで飲む者もいたけど。一晩で金庫に納

まらない程の現金を手に入れた」と語っている。

このように、1960年代後半から1970年代前半、ベトナム戦争によって流入し

た多数の米軍兵士、復帰から海洋博の好況期の間に来沖した多数の男性観光客

という両者の存在は、沖縄の売買春産業に高額のドルと円を落とした。注目す

べきは、この間に性的サービスを供給していた女性、またはパーやクラブの従

業婦、換言すると、基地歓楽街における売買春産業の底辺に位置していた女性

たちが兵士や観光客の支払った内からかなりの額を取得し、底辺労働者として

の地位から抜け出ていることが少なくないということである⑪。

その後、空洞化した底辺部分を埋め合わせたのは、これまでのような沖縄女

性ではなく、出稼ぎ労働者としてやって来るフィリピン女性たちであった。特

に、基地歓楽街に働くフィリピン人女性の数は著しく増えていった。

1995年３月に沖縄県が発表した「外国人登録人員国籍別年齢別調査表」によ

ると、県内で生活するフィリピン人の総数は1,477人である'0)。このデータに

よるとフィリピン人が一人も住んでいない町村があるのに対して、基地歓楽街

がある市町村にはその数が集中している。例えば、嘉手納空軍基地のある沖縄

市には217人、普天間飛行場、キャンプフォスターに近い宜野湾市では257人、

キャンプキンザーのある浦添市に77人、キャンプレスターのある北谷町に57人、

キャンプハンセンのある金武町には108人というものであり。実に総数の大半

の716人が米軍基地周辺に分布している｡さらに、1992年の法務省入国管理局

那覇支局の発表では、「興行」ピザを正式に取って、金武で働いているフィリ

ピン人は79名である。山谷哲夫は金武町だけでも200名以上のフィリピン人女

性が米兵相手のクラブにいると推測するⅡ)。もちろん、その中のすべてがこの

(４）
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ような女性たちであるとは言えないが、第二章で既に論じたオールドカマーの

国籍が日本かアメリカの二つに大別できること、留学生や研修生等を受け入れ

る機関が多くはあるわけではないことを考慮すると、先述した外国人登録人員

国籍別年齢別調査表のなかに、ニューカマーであるフィリピン人女性が多く含
まれることは明らかである。

このようなニューカマーの女性たちは、オールドカマーと比較して、来沖の

時期、背景、職種を全く異にする、フィリピンから沖縄への第二波の集団出稼

ぎ労働である。現在、その数は減少しつつあり、福岡入国管理局那覇支局のデー

タでも1995年12月末には1,381人、1996年６月末には1,167人となっている。

２．ニューカマーー来沖の経緯と沖縄での生活一

ニューカマーのフィリピン女性の来沖の経緯､沖縄での生活については、ジャー

ナリスティックな取材以外の調査がほとんどなく、意外なほど知られていない。

そこで、本稿では、県内中北部の基地歓楽街の風俗産業にエンターテイナーと

して働く40人ほどにインタビューを行い、その中から資料的価値のある11人の

回答をもとに彼女たちのフィリピンからの来沖の経緯と沖縄での生活を明らか

にしていきたい'2)。

（１）来沖の経緯

女性たちの出身地はマニラ近郊か、ピザヤ地方に大きく分けられる。年齢は

25歳から30歳の間に集中し、３０歳以上、２５歳以下という順である。女性たちは

直接フィリピンから沖縄のクラブ等に働きにやって来るのではなく、女性たち

と就職先の間には、実に様々なプロモーション組織が存在する。

女性たちは来沖準備の第一段階において、「マネージャー」と呼ばれる男性

に接触する。このマネージャーは女性の出身地によって異なっているが、ほと

(５）
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んどの場合はそれぞれの地元に何名か存在し、彼らは女性がエンターテイナー

職に就く際に、都市圏のパーやクラブ等の就職先を斡旋するほか、海外に渡る

場合にはパスポート作成を代行したりする。また、マニラ付近の都市圏にいる

同じ出身地のマネージャーに地方から転がり込む様に女性が頼って来る場合も

ある。その場合、エンターテイナーからマネージャーに接触するケースとマネー

ジャーから女性にエンターテイナーの仕事に誘うケースがあるが、いづれにし

ても、その段階で彼らは女性たちの就労や渡航に必要な種類を作成するための

インタビューを行う。ここでは必ずしも事実に基づいた合法的な書類が作成さ

れるとは限らない。実際に、インタビューを行った金武町のエンターテイナー

の11人中６人がパスポートの年齢を偽っていた。女性たちはマネージャーに対

して、就職斡旋料と書類作成料等を支払わなければならないが、ほとんどの場

合は支払いが完了しないままの就職となるため、後で給料から差し引かれる形

で返済する。

次の段階では、マネージャーは地元のプロモーションに女性たちの売り込み

を行う。地元プロモーションはマネージャーに幾らかの料金を支払い、女性を

エンターテイナーとして派遣する権利を得る。この時点に来ると、女性たちの

多くはそれぞれのプロモーションの用意した寮（大体の場合はプロモーション

の自宅である）で生活し始め、就職するチャンスを待つ。日本にエンターテイ

ナーとして働きに来る場合に、最も滞在期間が長く認められるのは「芸能人」

の資格を持つ者に与えられる興行ビザであるが、この資格は労働省海外雇用庁

の外郭団体であるフィリピン芸能人証明委員会による様々なテストをパスして

ようやく得られるというものである。その為、女性たちはプロモーションの下

で夜間は日本人観光客相手のクラブ等で働き、昼間はダンスや歌などのレッス

ンを受けながら、日本に行ける機会を待つというのが、この第二段階での典型

的な例である。しかし、女性たちへのインタビューによると、日本本土に向か

(６）
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うのと沖縄の場合とでは、この段階でのレッスンが全く違ってくることがある

という。日本本土に渡る場合は日本語での接待方法やカラオケの練習が課され

るのに対して、沖縄行きの場合は米兵の相手が主であることから、そのような

日本人向けのレッスンはない。1991年に茨城でエンターテイナーといて働き、

その後は金武町を中心に3回来沖した経験のあるニューカマーＡによると「日

本に行ったときは、カラオケで日本人の好きそうな曲を何曲歌うことができる

かが、給料にもそして次に呼んでもらえるかを決める時にも重要となることを

プロモーションから聞かされてたので、毎日お店のカラオケのマイクを皆で取

り合って練習した。金武ではママさんとも所属するプロモーションとも英語で

話し、客も米兵だから特に何も準備する必要はなかった。」ということである。

女性たちがある程度のレッスンを習得し、ピザ等の取得に必要な書類等が揃

うと地元プロモーションは第三段階として沖縄､又は日木本士からプロモーショ

ンを呼んで女性の選抜を行う。日本サイドのプロモーションは、実際に女性を

エンターテイナーとして雇用するバーやクラブ等の飲食店に必要な書類を日本

の入国管理局に提出させる。日本の入管から在留資格の書類が得られれば、マ

ニラの日本大使館にピザ申請を出すという手続きを踏む。ピザが降りるのを待っ

て、日本のプロモーションが直接女性を日本に連れてくるというのが第三段階

での最も典型的なパターンである。

現在、マニラ近郊だけでこのようなプロモーション業者が労働省海外雇用局

の免許を持っている正規業者だけで200を越えるとされる⑬)。沖縄県内にはフィ

リピン人女性のエンターテイナーを主に米軍基地周辺の歓楽街に派遣している

８つの業者が確認できる！`)。これらの業者の出身は、オールドカマーとして来

沖した者や以前に基地歓楽街で飲食店を営んでいた者とばらつきがある。しか

し、ほとんどの業者に共通している点は、もともとは1970年代前半から1980年

代にかけて基地内外のレストランやクラブにフィリピン人のバンドを招聰して

(７）
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いたという点である。しかし、生バンド演奏はカラオケを始めとするオーディ

オ機器の普及によって、人気が無くなってしまった。そこで、ある業者が日本

本土でフィリピン人女性がホステスとして働き始めていたことをヒントに1982

年にフィリピン人女性数人を沖縄に呼んだところ、ママさんを始め経営者にと

ても好評であったことから、他の業者が続々とフィリピン人女性を県内に連れ

てくるようになった。当時、女性たちに支払われていた給与は月額で150から

200米ドルであった。少ない給与でも働いてくれるフィリピン女性はドルのレー

トが下がり、客が減り始めたことで地元出身の従業員を雇う余裕がなくなって

いた経営者たちの要求に適ったものであった。基地歓楽街のホステスが沖縄女

性からフィリピン人女性に取って代わったのは、このような経済的背景があっ

た。主に金武町にフィリピン人女性を派遣するプロモーションの社長は「地元

の女の子は那覇でホステスをすれば軽く時給2000円くらい貰えることを知って

いる。だからこんな所で働く訳がない。昔と違って金武では売上が少ないから

給料の安いフィリピン人しか雇えない。それでもフィリピン人一人雇うために

入管が決めた基準があって、どの店でもこの基準に合わせたり、誤魔化したり

するので大変なんだ!`)。日本人の観光客向けに店の方針を変えたらいいかもし

れないけど、日本人用にするためには店の設備だってきちんとしなくちゃいけ

ないし、女の子に礼儀作法も教えなきゃいけない。それに金武のママさんは復

帰前からの人が多くて歳いった人ばかりでそういう変更はできない。ママさん

の要求があってもっと安い人材を探してインドネシアとかタイにも行ったけれ

ど、金武で米兵相手に働かせるのは、英語ができるフィリピン人女性の方がい

いという結論に達した。」と語る。

最終段階で、女性たちはプロモーションの者と一緒に台湾経由で沖縄にやっ

てくる。来沖してからは、プロモーションが各自が契約しているクラブの経営

者に女性を引き渡す。女性たちによると、途中、マニラと台湾でそれぞれ－泊

(８）
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するというがその間のホテル代、旅費は仕事をはじめてから返済するという約

束で、すべてプロモーター持ちであった。その為、沖縄に向かう途中にお金を

使うことはないからと金銭の所持は許可されていない場合が多い。

このようにフィリピン女性が県内のクラブやバーでエンターテイナーとして

働き始めるには、(1)応募者として、フィリピン女性がマネージャーと接触す

る(2)マネージャーがフィリピンサイドのプロモーターに女性を売り込む(3)

フィリピンサイドのプロモーターが日本のプロモーターに女性を売り込む(4)

日本のプロモーターが女性を沖縄に連れてきて、各自を働く店に派遣するとい

う４つの段階が踏まれている。エンターテイナーが渡航するためには、様々な

手続きが必要とされるために、ほとんどの女性はエージェントに頼らざるを得

ない。女性は各段階で、紹介料、手数料等の様々な名目で支払いが要求される。

個人によって支払う額は違っているが、女性のほとんどが、これらの出費につ

いて出稼ぎ労働者として渡航するための「投資」であって、かならず元は取れ

るというかなり積極的な考えを持っている。しかし、渡航回数の多い女性には、

マネージャーに接触する（１）の段階を飛びこえて、(2)や(3)の段階に進んだ

り、(4)の店のオーナーに直接呼んでもらったりするなど、投資額節減のため

に渡航のプロセスを簡素化する傾向が見られた。

（２）沖縄での就労と生活

エンターテイナーたちは店の２階や３階部分、さらには後方の家屋に寮のよ

うな形で集団で生活する部屋が与えられている。このような寮を金武町と沖縄

市で12カ所調査したところ、いづれの場合も寮は店と経営者（あるいはママさ

ん）の部屋（住宅）に挟まる設計であった。１２ケ所中２軒で外カギが掛けられ

ているところがあった。元経営者の話では、それらの部屋は復帰前の管理売春

時代に女性を逃がさないために作られたもので、その部屋をそのままフィリピ

(９）
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ン女性に使わせているとの事であった。エンターテイナーと彼女たちの寮に通

うカトリック系シスターの話では「８年程前に金武町でエンターテイナーが脱

走したことがあり、プロモーションが外鍵を準備するようになった。それ以降

はほとんどの寮で管理が厳しくなり施錠するようになってしまった。しかし、

それがきっかけでその後、鍵が掛けられた部屋で火事が起きてしまい、逃げら

れなかったエンターテイナーが亡くなってしまった。現在は鍵は常備されてい

るだけで、実際にはかけなくなった。」ということだ。

各寮には共同で台所、シャワーが設置されているが、それらはかなり老朽化

が激しい状態でそのままにされている所が多かった。女性たちにはベットのあ

る部屋が与えられているが、ほとんどの場合にベットと部屋は２人から４人で

共同で使われるが、稀な例として個室を使用していたエンターテイナーも数名

いた。その他の設備として、テレビ、ラジオ等はエンターテイナーが準備し、

水道代や電気代等の維持費については、各自の店の経営者が負担している。

インタビューの対象となった11人のエンターテイナーの全員が、主にキャン

プハンセンや北部の米軍基地に所属する米兵のボーイフレンドと交際していた。

このような交際は比較的自由だが、彼らを寮に連れてくることは禁止されてい

る。外出はママさんの知っているような範囲で、近所の店に日用品を買いにい

く程度は許可を取る必要がない。しかし、彼女たちの遠出は禁止されており、

外出する相手が車やオートバイなどを持っている場合には、それに乗って出か

けてはいけないことになっている。

食事については自炊を行っていて、すべての寮で食事を支度する係が決まっ

ている。曰に平均２度の食事を取る。ほとんどのエンターテイナーがママさん

やプロモーションから食費の補助を受けている。例えば、給与とは別に－人当

りに月一万円が食費として支払われている場合や、毎月一定量の米を貰うとい

うものであり、前者が圧倒的に多い。食品や日用品の調達についてだが、ほと

(10）
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んどの女性たちが各自のボーイフレンドに米軍基地内で買ってきてもらってい

る。その理由については(1)基地内の物価はかなり安く、フィリピンの製品も

手に入りやすい(2)英語の表示がついているので、使用法がわかりやすい、の

２点をあげている。特に薬については、病院に行く機会がないので、普段は市

販の薬品に頼らざるを得ないが、日本の薬は高い上に英語の表示がないので服

用できないと訴えていた。

沖縄での就労状況について、エンターテイナーの答えはフィリピンと比較す

るとかなり良いというのが最も一般的であった。フィリピンでは、なかなか職

に就けず、エンターテイナーになって性的サービスを行っても貯蓄できるほど

の金額にはならないのである。入国管理局に提出されるプロモーションの書類

では、店の経営者はフィリピン人女性一人の派遣につき月額で約13から15万を

プロモーションに支払っていて、その中からプロモーションは女性に1000から

1200ドルの月給を支払うことになっている。さらにその書類によると、女性に

は月に四日以上の休みが与えられなければならない。しかし、聞き取り調査で

はどの店の女性も平均して月に－度だけしか休みがないこと、給与は月額で平

均で400から600ドルというもので、最低で350ドルしか貰っていない者もいる

ことがわかった。

エンターテイナーが店にでる時間はママさんが決めるので、就労時間は日に

よって違ってくる。月に２度ある米軍の給料日やアメリカの祝日の前日には、

４時半までに準備を整えて店に集合して５時半ぐらいには開店し、朝の６時位

まで働くとというのが典型的である。それ以外の普段の日は８時や９時に開店

し、２時には閉めている。店の前では交互に立って宣伝をするが、その時にお

客が入ってきたらその客のチップは自分でもらっていいことになっている。お

客には客の分の飲み物のほかに、エンターテイナーの飲み物を買わせるように

接客するようにいわれている。特に米軍の給料日にはなるべく多くの客を連れ

(11）
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てくるように指示されるが、一週間で一人も誘客出来ないときはママさんに罰

金を支払わなければならない店もある。

エンターテイナーは店ではダンスショーやドリンクのサービスが主な仕事で

あるが、客がママさんとの交渉で性的サービスを望めばママさんの指示通りに

行動しなければならない。その時に客はパーファインという女性を連れだす場

合の料金を支払う。客がママさんに支払った金額の約三割から四割を給料に上

乗せして貰えることになっているが、きちんとした金額は知らされていないケー

スが多い。沖縄市の基地歓楽街では性的サービスを得るための値段がその時間

によって決まっていた、例えば、５分ごとに20ドルというものや一晩で150か

ら250ドルというものである。金武町では一晩女性を連れだして200から250ド

ルという値段が一般的である。また、帰還する兵士と最後の数日間を過ごすガー

ルフレンドコースもあり、それは決められた期間ずっと兵士と一緒にいなけれ

ばならず、性的サービスも含まれる。

ＭＲＰ､バレスカスはフィリピン女性がエンターテイナーとして日本に出

稼ぎに来る女性の第一の目的として、家族を助けるためであることを指摘す

る､。金武町での聞き取り調査においても、その移動の理由を家族の生活を経

済的により良くするためであると全員が同じ答えを出した。その意識は女性が

長女であった場合にはより強く感じられた。また、菊地京子はフィリピン人の

伝統的価値観、行動形式において、社会生活のなかの「家族」の重要性と「家

族」成員の結束の強さが常に強調されていることは、経済的援助の必要が生じ

た時の相互扶助関係を強化し、海外への出稼ぎを促進させる要因になっている

ことを述べている'7)。

次に、日本本土ではなく沖縄に来た理由について、ほとんどの女性が日本語

の練習や接待の方法を勉強しなくてよかったからという点に付け加えて、「米

兵のいる沖縄で、彼らと出来れば結婚してアメリカに行く手段にしたかった。

(12）
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アメリカで生活ができるようになったら、家族を呼んで一緒に暮らすの力寝だ｡」

と語っている。フィリピンは1902年から40年の間アメリカの統治下に置かれて

いたが、その間、アメリカは教育の普及を通してフィリピンを統治していく方

法をとった。英語を公用語として採用するなど、フィリピン人の思考から生活

様式にいたるまでアメリカ化を進めた。FILCOMRIはフィリピンの文化につ

いて、アメリカ型民主主義を受け入れてきた文化の外来性こそがフィリピン人

の民族的な誇りであり、近隣のアジア諸国に対する優越感の基礎になっている

と説明する。そのために生活の様々な場面で、アメリカ型の消費文化が浸透し、

階層の上下を問わず、出来るかぎりアメリカナイズされた生活に近づこうとい

う傾向が強い。このようにニューカマーの最終目的が渡米することならば、彼

女たちが沖縄にアメリカ社会へ近づく手段を見いだしたことは、日本本土に渡っ

たと呼ばれるエンターテイナーと大きく異なるのである。また、インタビュー

を行った40人余の中には、オロンガポやアンヘレスの基地歓楽街が1990年代初

頭のオロンガポのスーピック海軍基地やアンヘレスのクラーク空軍基地の撤退・

閉鎖によって衰退し、生活していけないので、同じように米兵相手のエンター

テイナーとして働ける沖縄に来たといった理由で来沖した者も見られた点は興

味深い。

資料

１現役エンターテイナーの典型例として

Ｂさん２１歳

・出身ルソン島ケソンシティ元々はパダンガスの育ち

・来沖の経緯

高校中退後、ケソンシティのレストランでウェトレスをしていたが、その店

が倒産してからは失業した状態でずっと家にいた。父親も兄も同じように失業

(13）
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中であったので、マニラでの秘書の仕事をやっと見つけだしたが、給料が低く

て家族に送るどころか、自分がマニラで生活していくのすら難しかった。家に

帰っても家族に迷惑をかけるだけなので、昼間の秘書職に加えて、夜間はエル

ミタ地区のクラブでダンサーとして働き始めた。そこではお客からの指名があ

るまでダンサーはずっと踊り続けなければならなくて、７か月後に過労で倒れ

て結局実家に戻った。家族にはダンサーをしていたことは伝えていない。

ダンサーで稼いだ額は全部母親に渡し、母親はそれで親戚の借金を払ってし

まったので、また働いてくれないかと頼まれていた。母親は借金の面倒を見て

あげたことで親戚から尊敬されるリーダー的な存在になっていたので、断れず

にマニラに出てきたが行く宛がないので、マネージャーをしている同じ出身地

の男性のもとで住みはじめた。その時にマネージャーから沖縄行きの話を聞い

て家族のことがあるのですぐに渡航する決心をした。

・沖縄での生活

沖縄には観光ビザで来た。クラブＺで働いている。クラブＺは金武のなかで

は日本人の客が多いと聞いている。日本人よりもアメリカ人のお客と友達になっ

て暇なときにはデートに行きたい。仕事は休みが月に一度あり、普段は午後６

時くらいから閉店まで働く。パーファイン（女性の連れだし）があった週は100

ドル余計に稼いだこともあるが、月給は400ドルでそのうちから150ドルはマネー

ジャーとプロモーターに返済のためにひかれてしまう。仕事以外では普段は近

くにある同じプロモーションのエンターテイナーの寮に遊びに行く程度で他に

はどこにも行ったことがない。沖縄での生活の不満は、教会に行くことがプロ

モーションから禁止されていることと休みがもっとほしいことだ。

(14）
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２現役エンターテイナーの典型例として

Ｃさん２８歳

・出身ピザヤ地方レイテ島タクロバン

・来沖の経緯

母親が借金をして市場で惣菜屋を始めたが、うまく行かずに借金だけ残って

しまった。タクロパンでは仕事がなかったので、中学を中退してマニラに出て

きた。最初は住み込みのメイドをしていたが月給は450ペソだった。家族に仕

送りしたかったので知り合いを通じて、オロンガポのクラブのウエートレスの

仕事を紹介してもらったが、収入が一定ではなかった。ウエートレスだけやっ

ていた月は250ペソしか入らなかったこともある。売春しないとお金にならな

いことがわかってからは軍艦が入って来る週に3000ペソになった週もある。そ

の時に知り合った米兵から沖縄でもフィリピン人女性が働いていて、彼がその

女性のパーファインとして100ドル払ったことを聞いたことがきっかけで来沖

を希望するようになった。日本のプロモーションはやくざが多いと聞いていた

が、所属したＡプロモーションの社長は女性だったので安心した。又、米軍基

地のあるところに行きたかったことも理由の一つだ。1989年に始めて渡航した

時は地元マネージャー、フィリピンと沖縄のそれぞれのプロモーションを頼っ

た。その時は観光ピザで入国した資格外就労だった。当時交際していた米兵の

子供を妊娠していたので婚約したが、資格外就労がばれてフィリピンに帰国し

なければならなかったので、未婚の母になった。今回の来沖で３回めだが、前

回の事件でパスポートを新しく買わなければならなかったので、年齢も名前も

偽造している。今回は芸能人としての興行ピザなので、６か月間沖縄では働く

ことが出来る。

・沖縄での生活

Ｙクラブの給料は600ドルで休みは要らないとママさんに伝えてある。ブイ

(15）
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リピンに残した子供のためにもたくさん稼がなきゃいけない。米軍の給料日に

は午後６時から翌朝まで12時間働く。ダンスショーをしたり、パーファインを

払ってもらってセックスサービスをする時もある。固定給のほかには、お客に

飲み物を売ったときにわずかな額のコミッションが付くだけなのでどうしても

売春しなければやっていけない仕組になっている。キャンプシュワープに所属

するボーイフレンドがいて、食品や日用品、家族へのおみやげは基地で買って

きてもらう。来年には彼と結婚して基地の中でもっときちんとした仕事につい

たら家族を呼んでアメリカで暮らしたい。

３現役エンターテイナーの典型例として

Ｄさん３１歳

・出身マニラカピテシティ元々はプラカンの育ち

・来沖の経緯

１７歳の時に交際していた男性の子供を出産したが、交際がうまくいかなかっ

たため、自分で稼いで子供を養わなければならなかった。実家は無職の両親と

９人の兄弟姉妹がいるが、そのうちで職に就いているのは３人だけなので、家

族に頼ることもできなかった。1986年に観光ピザで日本に来て、東京と千葉と

福島で働いていたことがあるが、寒さに耐えられなかったため体調を崩したの

で帰国した。その時の給料は、二か所のエージェントへの支払いで全部消えて

しまった上に借金もできた。1988年にマニラにエンターテイナーをリクルート

に来ていた沖縄のＢプロモーションの社長に、オーディションに来るよう勧め

られたのが、直接のきっかけであった。オーディションで沖縄で働いたことの

ある女性から、沖縄の気候が温暖であることやクラブの客がほとんど米兵であ

り、日本のような接客などをいちいち勉強しなくてもいいこと、なかには米兵

と結婚して幸せになった女性も多いということを聞いて沖縄に行くことを決め

(16）
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た。その時は直接沖縄のプロモーターと契約したことから比較的安く渡航でき

た。前回の渡航で慣れていたので、住民票、無罪証明書出生証明書等は自分で

とってきた。交通費は最初の月給全部をプロモーターに渡して返済した。

・沖縄での生活

クラブＺで働いているがＴ休みは３週間に一度もらえることになっている。

最初の月給は渡航の為の書類代や手数料、交通費をプロモーターに払ったので、

実際に給料があったのは来沖の翌月からだった。給料は600から650ドルで、食

費として－万円が支給されている。寮はクラブの隣にあり、個室を使っている。

普段は仕事以外は外出しないが、時々米兵のボーイフレンドに基地内に連れて

いってもらうことがあり、その時に買い物もする。プロモーションからはこう

いった交際は禁止されているが、将来は彼と結婚したいと思う。仕事でつらい

のは、客を連れてくることが出来ないときにママさんに罰金を払わなければな

らないことである。1988年当時はもっと多くの米兵を誘客できたが、最近はク

ラブに入ってきても飲み物を注文しない者やパーファインを払わない者も多い

ので苦しい。

４米兵と結婚したエンターテイナーの典型例として

Ｅさん２７歳主婦

・出身ミンダナオ島アサグン

・来沖の経緯

父は15年前に病死し、母も病弱なため定職に就くことができなかった。兄が

二人姉三人弟二人いるが仕事があるのは二人しかいなかった。姉の一人は日本

にエンターテイナーとして、兄はアラブ首長国連邦のアブダビで運転手として

出稼ぎに出ていたので、いづれは自分も海外で働こうと思っていた。高校を一

年で中退してマニラでマネージャーをやっていた同郷の男性に頼んで、クラブ

(17）
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の仕事に就いた。そこではグループでダンスショーをしたが、グループ単位で

しか給料が貰えなかったため他のプロモーターに所属を変えた。そこでは住み

込みでダンスのレッスンを受け二カ月後に労働・雇用省の試験に合格した。そ

の時に沖縄で働く話を聞いた。沖縄では以前に親戚が基地雇用者として滞在し

ていたことがあり、母も沖縄での仕事に賛成した。家族には沖縄の米軍基地で

ウェイトレスをしたと伝えてある。1990年と1991年の三回に渡って金武町のク

ラブで働くエンターテイナーとして興行ピザで来沖し、お客だった嘉手納基地

所属の軍属の男性の知り合い結婚。その後は仕事を辞めてフィリピンには一度

も帰っていない。

・沖縄での生活

金武町で働いていた時の月給は450から500ドルだった。寮はママさんの自宅

の一室で５人のエンターテイナーで住んでいた。店には20人のフィリピン女性

が働いていた。－番フィリピン人女性が多い時期だった。ママさんは他のクラ

ブに比べてとても気のいい人で食事の世話をしてくれたり、米兵のボーイフレ

ンドも見つけてくれたりした。現在の夫もママさんが紹介してくれたアメリカ

人だった。同僚のほとんどが米軍人や地元のプロモーションの経営者と結婚し

た。当時はちょうど湾岸戦争の最中で、兵隊の客が一時的に少なくなって、観

光客や地元の日本人客がとても増えたときだった。米兵へのパーファインは150

から200ドルであったが、日本人は３万円以上だった。仕事は普段の日は午後

８時から３時位まで働き、米軍の給料日には、翌朝まで働くということも多かっ

た。

米軍人と外国人の結婚は米軍側の調査のために時間がかかるが、夫は軍属で

あったのですぐに籍を入れることができた。結婚後はしばらくママさんの手伝

いをして働いていたが、新居が嘉手納町なので辞めた。現在はアメリカ国籍所

得のためのクラスに通っている。国籍が取れたら基地で仕事を見つけて姉達を

(18）



琉大法学第58号（1997） 242

呼んでアメリカで暮らそうと思っている。在沖のフィリピン人組織については

知っているが、友達のなかでそういった組織に参加している者はいないので、

自分も参加するつもりはない。教会に－度行ったときに、年配のフィリピン人

男性から彼らは基地内ではエリートだと言われたことから、このようなフィリ

ピン人労働者とエンターテイナーであった自分に大きな隔たりを感じる。

５米兵と結婚したエンターテイナーの典型例として

Ｆさん３１歳嘉手納基地内店舗従業員

・出身ビザヤ地方セプ島セプシティ

・来沖の経緯

実家は８人の兄弟姉妹がいて、父親は公務員だつだが給料が安かったために

母親がシンガポールや地元で店員をしたり、クラブの案内役をやって暮らして

いた。二人の兄が香港やサウジアラビアに出稼ぎに行けた時は家庭も裕福だっ

たが、段々と兄が仕事に就けなくなったので、仕方なく大学を一年で中退した。

その後はセプシティの日本人観光客専門のクラブで働いた。その時の上司にマ

ニラで働かないかと誘われてエルミタのクラブに移った。その頃、沖縄市に出

稼ぎにいったことのある友人に誘われてエージェントを訪ねた。初回は観光ビ

ザで二七日間の滞在予定で入国したが、その後数カ月不法に働いた。交通費な

どはフィリピンを出国する前に２か月分の給料をエージェントから前借りして

させてもらった。

・沖縄での生活

1985年から数回に渡って来沖し、嘉手納基地近くの沖縄市のゲート２ストリー

トにあるフィリピンパブでダンサーとして働いた。お店は数カ所移動したこと

もある。客層は日本人と米兵の半々であった。普段の仕事は午後８時から午前

３時までで米軍の給料日、アメリカの祝日、日本の祝日の前日にはさらに数時

(19）
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間長く働いた。そういう時は客を店にたくさん入れることが出来れば、客のく

れたチップを全額貰えたり、客に売った飲み物につきいくらかのお小遣いが支

給されたりした。交代で店の前で宣伝するが客を店に入れることが出来ない時

は給料が下がった時もある。給料は初回で350ドル、二回目以降は少しずつ高

くなって450から500ドルくらい貰っていた。

４回目の来沖で知り合った嘉手納基地所属の男性と1988年に結婚した。その

後、夫は何度か別の基地への赴任もあったが現在は嘉手納基地に所属する。一

緒に働いていたエンターテイナーで米軍人と結婚した者も県内に住んでいるの

で、生活していく上で寂しいことは少ない。結婚後は基地内の大学に通いなが

らアメリカの市民権を取るために勉強し、現在はアメリカ国籍をもつ。夫の給

料だけで十分生活できるが、フィリピンの家族に毎月400ドルくらい送金して

いるので基地内の店舗のレジで働いている。仕事仲間にも元エンターテイナー

が多くいて、みんな実家に送金していると聞く。FILCOMRIに入るよう誘わ

れたこともあるが、メンバーの多くが元オフィサーやランクの高いフィリピン

人であると聞き、友人でもそのような組織に入っている者はいないので入会を

断った。

注）

1）金城清子「売春の今日的状況一沖縄の売春問題を中心に」ジュリスト増刊特集号

３『現代の女性・状況と展望』有斐閣、1976年、８７ページ。

２）日本弁護士連合会編「法律時報増刊復帰10年の沖縄白書」日本評論社、1982年、

155ページ。

3）日本弁護士連合会編「法律時報臨時増刊沖縄白書…総集版」日本評論社、１９７１

年、298ページ。

女性を拘束し管理売春組織から逃げられないようにするために、業者は前借金が
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増えていく仕組みをつくった。例えば、業者が女性に対し衣類、寝具、日用品を

買い与え、その分を前借金にプラスする。女性が外出するときは、業者に知られ

ない収入を予想して、－日当たり約５ドルを前借金に組み入れる。さらに、女性

が逃亡した場合は業者は女性を探して連れ戻そうとするが、その分の費用も前借

金に加え、本人が支払えなくてもその家族に寅任を転嫁するという連帯保証制を

とるといった凄まじいものであった。

日本弁護士連合会編、前掲轡、397ページ。

Ａサインバーとは、ApprovedforUSForcesの略。米軍側が設定した衛生面

等のいくつかの営業基準にクリアした店舗に与えられた許可証で、米軍兵士を相

手に営業することが許された。

日本弁護士連合会編、前掲書、399ページ。

金城清子、前掲論文、８８ページ。

日本弁護士連合会編、前掲瞥、155ページ。

沖縄県警察本部生活安全部生活安全企画課へのインタビューによる。

金武町新開地で復帰前から米兵相手のクラブを経営するＳ氏および沖縄市中の町

でフィリピンダンスクラプを経営するＫ氏と、フリー・フォトグラファーの石川

真生とともに行った。インタビューにおいて、以前にホステスなどとして基地歓

楽街の性風俗産業で働いていた女性が海洋鱒やベトナム戦争の景気でかなり収入

を上げて、その後経営者になったことが明らかになった。なお、石川はニューカ

マーのフィリピン出稼ぎ女性を故郷に訪ね、「石川真生写真集フィリピン」

1989年、を自ら出版している。

沖縄県総務部知事公室国際交流課「外国人登録人員国籍別年齢別調査表」、

1994年および1995年。1,477人という数字は、前年に比べて79人の減少である。

山谷哲夫『じゃぱゆきさん女たちのアジア」識談社、1992年、108ページ。

面接調査は1994年10月から1995年９月まで行い、1996年に補足の調査を行った。

４）

５）

６）

７）

８）

９）

10）

11）

12）
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フィリピン人のニニーカマーは、ごくわずかの留学生や研修生を除いて県内中北

部の基地周辺の歓楽街でエンターテイナーとして働く同質的なグループであるた

め、接触が可能であった40人余りに項目を決めて自由に回答してもらうという方

法でインタビューを行った。ママさんの視線などで彼女たちの協力を得てすべて

の項目に回答してもらうことは難しく、本稿では実際に資料的な価値を持つと思

われる11人の回答を参考にした。

ニニーカマーヘの質問事項は以下の通りである。

・年齢出身地

・家族構成

・家族の経済状況

・沖縄に来た理由

なぜエンターテイナーという形で海外に出稼ぎにでるのか？渡航先が沖縄では

ならないのか？

・来沖の方法

プロモーターを通した渡航か否か？準備としてどの程度の時間と金額をかけた

か？

・沖縄での生活の満足してい点（不満足な点）

・給与はどの程度か

・将来の計画について

・結婚している者については、フィリピン人組織との関わりの度合いについて

小島一夫『SERIES地図を読む(4)デル・ピラール物語』批評社、1992年､１７１

ページ。

沖縄県内では８件のプロモーション業者が確認できるが、金武町の基地歓楽街に

フィリピン人女性を派適しているのは主に３社である。

プロモーションへのインタビューを参考に、バーやクラブといった店がフィリピ

13）

14）

15）
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ン人エンターテイナーを雇うための基単について記す。

(1)フィリピン人労働者を－人願うためには、日本人の従業員が五名以上いなけ

ればならない。(2)－カ月で300万円以上の売上を上げる店舗でなければならな

い。(3)フィリピン人労働者の月給については20万円以上でなければならない。

以下３点の他にも様々な規制がある。

Ｍ・ＨＰ・バレスカス「フィリピン女性エンターテイナーの世界』明石書店、

1994年、２６ページ。

菊地京子『外国人労働者送り出し国の社会的メカニズム」梶田孝道・伊豫谷登

士翁編「外国人労働者論一現状から理論へ」弘文堂、1992年、193ページ。

16）

17）

第四章在沖フィリピン人社会の構造

本章ではオールドカマーとニューカマーという二つのタイプの在沖フィリピ

ン人から構成されるエスニックコミュニティを分析の対象とする。まず、第二

章と第三章での分析をもとに在沖フィリピン人社会の構造化を試みる。そして

近年、日本本土においてもフィリピン人労働者の定住化にともなって、エスニヅ

クグループが形成されたが、本土の状況と比較した場合に顕著となる沖縄のフィ

リピン人社会の特異性について明らかにしたい。

１．在沖フィリピン人社会の構造

沖縄のフィリピン人社会の構成員はオールドカマーとそれに付随する家族、

ニューカマーの二つに分かれる。前者においては各自のネットワークも充実し、

組織としても日本国籍フィリピン人協会とFILCOMRIという二つが結成され

ている。この二つの組織にはオールドカマーとその家族、次世代のほとんどが

所属しており、フィリピンの文化を伝える行事の開催、フィリピン独立記念日

(23）
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などの祝日に開かれるパーティなど実に様々な行事がある。これらの行事は在

沖アメリカ軍社会というもうひとつのホスト社会にかなりの同化志向があるな

かで、彼らのエスニックアイデンティティの維持に役立っている。ニューカマー

については、沖縄での滞在は長期の場合でも６か月であるなど（もちろん資格

外で６カ月以上在留するなどの例はあるが）その移動と定住が流動的であるこ

とや彼女たちの労働環境において相互の組織化が困難であることから、そのネッ

トワークはかなり結束が弱い。また、ニニーカマーが結婚を機に県内へ定住す

ることになっても、ほとんどの場合においてその配偶者がアメリカ人であり、

彼女たちのエスニックアイデンティティはアメリカ社会への同化と共に喪失さ

れる傾向がある。

オールドカマーとニニーカマー、この二つのグループ間の接触・交流が全く

と言ってもいいほど無く、両者は分断された関係にある。実際、基地周辺には

米兵と結婚した多くのニューカマーが生活しているが、彼女たちのほとんどは

FILCOMRI等のフィリピン人組織に属さず、むしろその行動にはアメリカ国

籍を取得しようとする傾向が見られる。このように、ニューカマーの在沖フィ

リピン人社会への接触がかなり消極的であるのは、彼女たちの目的がホスト社

会であるはずの沖縄でも、在沖フィリピン人社会でもなく、アメリカへ渡るこ

とであるという点にその原因がある。さらに、フィリピン人の多くがカソリッ

ク教徒であることから、日本本土の場合においては、カソリックの教会がフィ

リピン人労働者同士の交流の場と機能しているが、沖縄の場はそうではない。

エンターテイナーとして働くニューカマーの全員が教会に行きたいと希望し、

各寮では聖母マリアの置物や聖書の言葉が書かれたポスタ一等を貼って自分た

ちで毎日のように礼拝を行うほどの熱心さだが、礼拝のある週末は彼女たちが

最も忙しく働く時期であり、特に、礼拝のある日曜日の午前中には休息を取ら

なければならないことや、所属するプロダクションや店のママさんから教会に

(24）
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通うことを厳禁されていることから、彼女たちが教会へ行くことはほとんど不

可能である。また、アメリカ軍関係者等と結婚し、このような労働環境から自

由になったニューカマーでも、教会には行きたいが、エリートや成功者として

のイメージの強いオールドカマーの多くいる教会に行くことには踏踏してしまっ

ている。アメリカ人と結婚したニニーカマーは、夫がカソリック教徒ではなく、

プロテスタントであることから改宗せざるを得なかったこと、彼女たちの多く

は丁度子育てに忙しい時期で、友人の中で教会に通っている者はいないから等

と教会に行かない様々な理由としてあげている。

オールドカマーの多くはこのようなニューカマーの状況について認識してお

り、「だからいちいち（ニニーカマーを）誘うことはないんだ」といった意見

が大半を占めている。さらに、オールドカマーの典型例である前フィリピン共

和国在那覇名誉領事を勤めた弁護士のＴ氏はこのような状況に対して以下のよ

うに語った。「エンターテイナーが沖縄に来るのは、お金の為だけではない。

アメリカへ行くためのきっかけ、言い換えれば、結婚するための米兵を探すた

めなんだ。だから、沖縄は彼女たちにとってのSteppingstoneだ。だから、

フィリピン人である私たちから教会へ誘ったり、助けが必要かどうか尋ねるこ

とはない。（オールドカマーである私たちが）彼女たちの目的に適っていない

ことを知っているんだ。」

また既婚のニューカマーのなかでオールドカマーの同じ職域である基地内で

仕事に就いている者も少なくないことから、基地内の職場で両者が交流する機

会はないのかどうか聞いたところ、両者が共通して「就いている仕事が違う」

ためにほとんどそれは実現されないと答えている。既婚のニューカマーの就く

典型的な職は食品売り場の店員、その店舗での荷物持ちなどである。弓ﾃ、オー

ルドカマーの場合は、既述したように建設関係の技師、電気工事関係のエンジ

ニア、基地内店舗のマネージャーといった高給のホワイトカラー職がほとんど
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であるためブルーカラーであるニニーカマーの女性たちとの交流は全くといっ

てよいほどない。

このような二つのタイプのフィリピン人グループの分断はフィリピン本国と

共通する。沖縄のフィリピン人社会は極端な不平等のあるフィリピン本国の社

会構造に限りなく近い。

２．在沖フィリピン人社会_その特異性について

1980年代初頭、アジアとりわけフィリピンを中心した国から多くの人が日本

に仕事を求めて流入し始めた。現在で言ういわゆる「外国人労働者問題」が登

場した当時、それは「じゃぱゆきさん」現象と呼ばれていた！)。それから15年

近く経過した現在、あれほど世間に浸透していたこの言葉は労働者の出身地域、

参入する職種の多様化に加えて、男性労働者の増加により「外国人労働者」と

いった表現に置き換えられた。

フィリピン人労働者の活動内容は女性の場合にはホステス、ダンサーといっ

たいわゆる性風俗業関連の店舗で働くエンターテイナーが、1987年までは全体

の９割近くを占め、それ以降も７割程度を保っている。就労地域としては日本

全国の歓楽街に渡るといっていい程、都市圏、温泉地などの観光地、地方都市

と実に様々な場所として捉えられる。一方、男性の場合は建築現場や中小企業

の下請け工場などで勤めるか、又は港湾土木作業者などのように肉体労働職の

日雇い労働者として一定の職を持たないケースも多い2)。どの就労形態におい

ても、男性の場合は首都圏に集中しているのが特徴である。来日の手段として

は、男女を問わずプロモーションを通じてパスポートやその他の渡航手続きを

行っている。そのため、多くの場合この渡航前の準備で借金が出来てしまい、

その後、借金返済のためにオーパーステイするなど資格外就労につながるパター

ンができてしまった。
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フィリピン人労働者の日本への定着に関しては、女性の方が圧倒的にその率

が高いことが報告されている。駒井洋は外国人労働者の定着において、フィリ

ピン人女性の場合に日本人の配偶者となって日本で生活する者が少なくないこ

とを指摘している3)。このタイプの婚姻については、女性がエンターテイナー

として日本国内で就労していた時に、客だった日本人男性と知り合ったことが

きっかけという場合が圧倒的に多い`)。

そして外国人の女性が妻として、夫の該当するエスニック社会に定住する場

合と、外国人の男性が夫として妻の該当するエスニック社会に定住する場合は、

その外国人女性の日本社会への同化が期待されるという意味で、実際にフィリ

ピン人エンターテイナーと結婚した玉垣の言葉は示唆的である5)。「妻は自分

からすすんで、いろんな勉強をするようになった。前々から日本語に関しては

辞書を引き引き、よく独学しているのには感心していた。……省略……日に日

に日本の文化に同化していく妻をみていると、その毎日が微笑ましい。」

和田清美は地方都市に住むフィリピン人女性の調査から彼女たちのエスニッ

クアイデンティティを（１）同化型、（２）エスニックアイデンティティ維持

型、（３）重層的アイデンティティ型の３つに分類している6)。前述の例は同

化型であるが、沖縄のフィリピン人たちはどうであろうか。

在沖フィリピン人オールドカマー（二世、三世も含める）のエスニックアイ

デンティティについては、彼らの信仰生活、使用言語、子弟の教育、ホスト社

会に対するフィリピン文化のアピール度などから考察することができる。ホス

ト社会への同化を志向する傾向は全くといっていいほど見らず、むしろアイデ

ンティティ維持型や重層的アイデンティティ型が見られる。重層的アイデンティ

ティ型について興味深いのは、ここではホスト社会である沖縄とフィリピンと

の重層構造ではなく、フィリピン人としてのエスニックアイデンティティを維

持しつつ、米軍基地を中心とする在沖アメリカ社会への適応が見られるという
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形態である。このアメリカ社会に対するかなり徹底的な適応志向はアメリカの

植民地政策が影響していると考えられる。植民地下に取られたアメリカ型の教

育制度は、心理的に全ての面においてアメリカを肯定する働きがあったが、そ

の心理的な影響は時代を越えて現在もこのようなかたちで作用している。

一方、ニューカマーは、アメリカ人と結婚してアメリカで生活したいという

希望にも見られるように、アメリカへの同化志向が強い。実際、アメリカ人と

結婚した元エンターテイナーのフィリピン人女性へのインタビューでは、使用

言語や子どもの教育、カトリックからクリスチャンへの信仰の変化など日常生

活のあらゆる面においてアメリカの文化と社会への極端なほどの同化志向が見

られ、自らのエスニックアイデンティティについては、オールドカマーの組織

に参加するというよりもニニーカマー同士で会話や料理を楽しむといった程度

でその維持の機会が少ない。オールドカマーと比べてより消極的な重層的アイ

デンティティといえる。

日本本土において、これまでの単一民族主義に鋭く対立する諸エスニックグ

ループの存在が明らかにされ、多エスニック社会の到来が認識されたのはごく

最近のことである。その背景にはこれまで同化を強制されたオールドカマーで

ある在日韓国・朝鮮人のエスニックアイデンティティを主張する運動や1980年

代前半からのアジア系労働者、南米系日系人を中心とするいわゆるニューカマー

である多数の外国人労働者の流入と彼らの定着によって諸エスニックグループ

の存在が否定できなくなったことがある。

このような日本本土の状況と比較すると、沖縄においては戦後まもなく米軍

基地が駐留し、それに伴い多くの外国人労働者が流入したことによって多エス

ニック社会への展開がかなり早期に実現されていたといえる。そして、この場

合に沖縄における最大の特徴はオールドカマーが在日韓国・朝鮮人ではなく、

基地で働くために流入したフィリピン人労働者であったことである。
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その際、日本本土のオールドカマーが単一民族主義の下に様々な同化を強制

されてきたのに対し、沖縄のオールドカマーであるフィリピン人労働者はこの

ようなホスト社会に対する同化は強制されていない。しかも、沖縄のオールド

カマーがホワイトカラーであった点で彼らの社会的身分はホスト社会に対して

より高いものであったことも興味深い。

次に、日本本土のフィリピン人労働者と沖縄のオールドカマー、ニューカマー

の結婚を契機とするホスト社会への定着に関して、それぞれの適応形態を比較

してみる。日本本土ではニニーカマーとして流入したフィリピン人女性が日本

人男性と結婚したケースが多いことは先に述べが、その際には妻であるフィリ

ピン人女性の日本社会への同化が期待された。沖縄のニューカマーも在沖米軍

に軍人・軍属として所属するアメリカ人男性との結婚例が多く見られた。ここ

でも、フィリピン人女性の方がアメリカの文化・社会へ同化することが期待さ

れ、エスニックアイデンティティの維持は沖縄のオールドカマーの形態に比較

してかなり消極的であった。これに対して、地元女性と結婚した沖縄のオール

ドカマーのケースを考えた場合では妻である沖縄の女性の方がフィリピン人で

ある夫の当該社会への同化が期待されている。例えば、使用言語やカソリック

教会に通う宗教的な習慣、子どもたちの教育においてはすべてフィリピンのエ

スニシティやアメリカのそれが優先されている。このように、沖縄のフィリピ

ン人社会は本土の外国人労働者と大きな違いがあるのである。

注

１）伊藤るり「じゃぱゆきさん現象再考-80年代日本へのアジア女性流入」梶田孝

道、伊豫谷登士翁編「外国人労働者論一現状から理論へ」弘文堂、1992年、２９８

ページ。

２）三好亜矢子「首都圏で働く“じゃぱゆきくん”－ロランドとその仲間たち」田
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中宏三好亜矢子編『じゃぱゆきさんの現在』（現代のエスプリ、第249号）

至文堂、1988年、６１ページほか参照。石山永一郎『フィリピン出稼ぎ労働者一

夢を追い日本に生きて一』拓殖書房、1989年、４５ページほか参照。

駒井洋『移民社会日本の構想』国際書院、1994年、１１ページ。

玉垣洋一『フィリピーナと結婚すること』乃木坂出版、1995年、233ページ。

法務省入国管理局によると、平成５年度の国際結婚者の総数は、26,657名となっ

ており、そのうち夫が日本人の場合が20,092件、妻が日本人の場合が6,565件であ

る。注目すべきはこの国際結婚総数の32％が日本人男性とフィリピン人女性とい

う組み合わせの結婚で、他国を圧倒的に抜いている。例えば、この数字が出た平

成３年度に入国したフィリピン人の総数は95,547名である。入国資格の内訳は、

エンターテイナーとして働いたことが推測できる興行ピザの場合が56,851名、観

光ピザが9,890名、親族訪問が8,147名であり、およそ10人に－人が日本人男性と

結婚した計算になる。

玉垣洋一前掲書、226ページ。

和田清美「日本都市における外国人居住者の適応一移動と定住の社会学的分析一」

古屋野正伍山手茂編『国際比較社会学』学陽書房、1995年、138ページ。
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おわりに

沖縄の外国人労働者の問題はフィリピン人の問題であると本稿冒頭で論じた

が、福岡入国管理局那覇支局の調べではフィリピン人の外国人登録者数は減少

の一途をたどっており、1994年12月に1529人であったものが1996年６月には

1167人にまで減少している。これには、円高によるアメリカ軍人の円建て収入

の目減り、興行ピザの厳格な運用の開始などが影響している。これに対して、

中国人の問題は沖縄ではこれまで特に大きな問題とはなってこなかったが、
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1996年６月に福岡入国管理局那覇支局が発表した1995年の被退去強制外国人の

状況では、被退去強制外国人52人中20人が中国人(男性16人､女性4人）となっ

ており、フィリピン人は９人（すべて女性）でアメリカに次いで３位である。

特徴としては中国人のほとんどが不法残留であるのに対して、フィリピン人は

資格外活動（「興行」の資格で入国し、ホステスなどの活動を行う）が多くを

占めていることである』)。

このような状況は沖縄にアメリカ軍基地が存在し続ける限り多少の変動はあっ

ても今後も続いて行くであろう。沖縄の将来を考える上でフィリピンを含む東

南アジアとの関係は大変重要であることは言うまでもないが、オールドカマー

とニューカマーの分断、ニューカマーに対する差別的扱いは今後の沖縄とフィ

リピンの関係を促進する上で大きなマイナスとなろう。しかし、石原昌家が沖

縄は日本社会における「多民族社会」を先取りしてきたと論じているように、

日本本土よりも多文化の共生という理念に近づく可能性を内包している2)。そ

のような意味で、沖縄のフィリピン人の今後を注意深く追い続けたい。

注

１）脱稿後、沖縄では中国からの密航事件が続発し、海上保安庁の発表では沖

縄県では1996年に94人の中国人が密入国とその輔助で逮捕されている（１２

月27日までのデータ）。このような中国人の問題については稿を改めて論

じたい。

２）石原昌家「米軍事占領支配がもたらした多民族社会としての沖縄社会」

『第69回日本社会学会報告要旨』1996年、513～515ページ。

追記

本研究にあたっては、オールドカマー、ニューカマー双方の在沖フィリピ

(31）



沖縄のフィリピン人（鈴木規之・玉城里子）229

ン人の方々、そして在沖フィリピン人と関わる様々な方々の協力を得た。あ

まりに多くの方々に及ぶため名前を記すことができないのが残念であるが、

ここに感謝の意を表したい。なお、本研究は平成８年度文部省科学研究費補

助金一奨励研究(A)－「沖縄のフィリピン人一定住者としてまた外国人労働者

として－」の成果の一部である。
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