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第 1章 沖縄県における出移民の歴史及び出移民要因論
石川友紀

1.沖縄県出身移 民の全国的地位

沖縄県は日本一の ｢移民県｣と称 しても過言ではない｡これは日本における移民統計の数値を見ることによって明ら

かとなる｡すなわち､表 1･表 2･表 3が移民現象に関する全国統計より3つの指標を取 り上げたもので､それを図化 し

たものが図 1･図 2･図3である (章末資料)｡以下､この移民統計について解説を加える｡

表 1は 1899年 (明治 32)から1937年 (昭和 12)までの 39年間にわたる日本における道府県別出移民数

である｡同統計の出所は外務省の海外旅券下付数をもとに出移民数をまとめたものであり､これには当時日本の植民地で

あった中国関東州 ･満州 ･南洋群島 ･朝鮮などの植民への人数が含まれていない｡

表 1の出移民数をみると､沖縄県は広島県についで全国第 2位である｡同表を詳細にみると､日本における第二次世

界大戦前の39年間に64万 1,677人の移民数を記録 し､これを年平均になおすと1万6,435.3人となる｡同表

の出移民数を道府県別にみると､首位は広島県の9万6,181人であり､これは全体 (64万 1,677人)の 15.0%

を占める｡ 2位は沖縄県の6万 7,650人であり全体の 10.5%､3位は熊本県の6万7,323人で､これまた全体

の 10.5%を占め､以上が6万人以上の出移民数を記録 した｡

出移民数の4位は福岡県の5万752人 (全体の7.9%)､5位は山口県の4万5,050人 (7.0%)､6位は和歌

山県の3万365人 (4.7%)であり､以上が3万人以上を記録 した｡以下､出移民数の7位が福島県の2万5,361

人 (4 0%)､8位が北海道の 2万2,183人 (3.5%)､9位が岡山県の 2万661人 (3.2%)で 2万人以上を記

録 し､10位の長崎県の 1万 9,026人 (3.0%)以下､新潟 ･鹿児島 ･滋賀の諸県が 1万人以上でつづき､全国47

道府県から海外への移民がみられた｡

表 1 日本における道府県別出移民数 (1899-1937年 :39年間)

順位 道府県名 出移 民数

1 広島県 96,181人

2 沖縄県 67,650

3 熊本県 67,323

4 福岡県 50,752

5 山口県 45,050

6 和歌山県 30,365

7 福島県 25,361

8 北海道 22,183

9 岡山県 20,661

10 長崎県 19,062

ll 新潟県 15.582

12 鹿児島県 13.731

13 滋賀県 13,205

14 佐賀県 9,151

15 静岡県 9,046

16 高知県 8,619

順位 道府県名 出移 民数

17 愛媛県 8,425人

18 東京府 7,718

19 兵庫県 7,683

20 愛知県 7,661

21 三重県 7,555

22 宮城県 7,539

23 神奈川県 7,432

24 大阪府 7,322

25 福井県 5,922

26 長野県 5,770

27 山梨県 4,492

28 香川県 4,220

29 鳥取県 4.185

30 大分県 3,982

31 山形県 3,874

32 富山県 3,158

順位 道府県名 出移 民数

33 秋田県 3,133人

34 岐阜県 2,973

35 島根県 2,672

36 岩手県 2,616

37 群馬県 2,374

38 茨城県 2,331

39 石川県 2,020

40 千葉県 1.,926

41 宮崎県 1.897

42 青森県 1,827

43 京都府 1,270

44 徳島県 1,507

45 埼玉県 1,358

46 栃木県 1,290

47 奈良県 1,182

〔往〕資料の出所 ･(1)外務省通商局 (1921)『旅券下附数及移民統計』､(2)

同 (1930)『海外渡航及在留邦人統計』(3)､拓務省拓務局 (1935-

1941)『海外移住統計』昭和 8- 14年版.(石川友紀作成)

表 2は 1940年 (昭和 15)時点の日本における道府県別海外在留者数である｡資料は外務省の移民統計によるも

ので､植民-の人数を含まない数値であるが､日本全体で 75万3,105人となっている｡同表で沖縄県は全国第3位
に位置する｡

同表の海外在留者数を道府県別にみると､首位は広島県の7万2,484人であり､これは全体 (75万 3,105人)

の9.6%を占める｡ 2位は熊本県の6万 5,378人で全体の8.7%､3位は沖縄県の5万 7,283人で同7.6%を
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占める｡

海外在留者数の4位は福岡県の 5万 5,492人 (全体の 7.4%)､5位は山口県の4万 1,788人 (5.5%)で4

万人以上を記録 した｡以下､6位は福島県の 2万 6,729人 (3.5%)､7位は長崎県の2万6,323人 (3.5%)､

8位は鹿児島県の 2万 5,712人 (3.4%)､9位は東京府の 2万 3,347人 (3.1%)､10位は和歌山県の 2万 2,

268人 (3.0%)､ 11位は北海道の 2万 1,928人 (2 9%)､12位は岡山県の2万41人 (2.7%)となって

いて､ここまでの出梅外在留者数が 2万人以上とつづき､全部で47道府県と樺太が含まれていた｡

表 2 日本における道府県別海外在留者

順位 道府県名 海外在留者数

26 香川児 8.218̂

27 山形県 8,161

28 三重県 8,096

29 京都府 7,237

30 茨城県 7,035

31 鳥取県 6,722

32 宮崎県 6,211

33 山梨県 6,160

34 岐阜県 6.088

35 島根県 6,009

36 石川県 5,938

37 福井県 5,746

38 富山県 5,676

39 秋田県 5,600

40 群馬県 5,443

41 千葉県 5,390

42 岩手県 5,179

43 栃木県 5,099

44 徳島県 4,853

45 埼玉県 3,892

46 青森県 3,355

47 奈良県 3,317

樺太 598

不郡 3,738

〔注〕資料の出所 :外務省調査局 (1943)『昭和十五年海外在留邦人調査結果表』

(石川友紀作成)

表 3 日本における道府県別出移民在留者率 (1940年)

順位 道府県名 出移民在留者率

35 岩手県 0.47%

36 茨城県 0.43

37 栃木県 0.42

37 群馬県 0.42

37 京都府 0.42

47 兵庫県 0.42

41 神奈川県 0.40

42 愛知県 0.39

43 青森県 0.34

43 千葉県 0.34

45 東京府 0.32

46 大阪府= 0.29

47 埼玉県樺太不詳 0.24

〔注〕(1)資料の出所 :外務省調査局 (1943年)『昭和 15年海外在留本邦人調

査結果表』､(2)出移民在留者率-海外在留者数÷現住人口×100､少数点

以下第 3位を四捨五入 し､第 2位まで求めた｡ (石川友紀作成)
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表3は 1940年 (昭和 15)時点の日本における道府県別で出移民在留者率である｡この出移民在留者率とは現住

人口に対する海外在留者数の比率を示すものである｡この出移民在留者数をみることは､人口の多少にかかわらず道府県

ごとの比較ができ､相対的な意味での移民県の抽出が可能となるからである｡

同表の出移民在留者率を道府県別にみると､首位は沖縄県の9.97%で圧倒的に高い比率を示 し､この数値は沖縄県

において10人に 1人が海外に在留 していることを表 している｡出移民在留者率の2位は熊本県の4.78%､3位は広

島県の3.88%､4位は山口県の3.23%､5位は和歌山県の2.57%､6位は佐賀県の2.08%であり､以上が2.
00%以上の諸県であった｡以下､出移民在留者率は 7位が長崎県の 1.92%､8位が福岡県の 1.79%､9位が福島

県の 1,64%､10位が鹿児島県の 1.62%であり､岡山 ･高知 ･鳥取 ･滋賀の諸県の順につづいていた｡

日本国全体としての出移民在留者率をみると1.03%であり､これを全国平均とみなすと､出移民在留者率の高い道

府県は全国の3分の 1強に相当する17県みられた｡この 17県を日本出移民の卓越地域とすると､福島県を除いてすべ

て西 日本､しかも滋賀県より西南の県であることが図3で判明する.また､西 日本のなかでも､とくに瀬戸内地域 ･九州

地域 ･沖縄県に出移民の卓越地域がみられる｡

一方､出移民在留者率の低い道府県をみると､大部分が大都市をもつ東京 ･大阪 ･神奈川 ･愛知 ･兵庫 ･京都のよう

な府県や､埼玉 ･千葉 ･茨城 ･群馬 ･栃木の諸県のような東京府に近い関東の諸県であった｡このように､移民の少ない

府県の理由は､明治 30年代 日本の産業革命以後に､近代工業の発達 した大都市における人口の吸収力があったためと考

えられる｡また､表 3･図 3をみると､北海道移民の多かった青森 ･秋田 ･岩手 ･山形 ･富山 ･石川などの東北や北陸地

域の諸県においても海外移民は少なかったことが指摘できる｡

2.沖縄県における出移民の歴史

日本からハワイ-の本格的な集団移民の開始は 1885年 (明治 18)のことである｡それから約 15年後の 190
0年に26人の沖縄県人が集団移民として初めて-ワイ-渡った｡かれ らは 1899年 12月5日那覇港を出帆 し､鹿児

島､神戸を経由して､同年 12月30日にチャイナ号 (外国船籍 ･5.900総 トン)に乗船 して横浜港を出航する｡翌

年 1月 8日にオアフ島のホノルル港に到着 し､上陸を許可された｡この-ワイ-の移民送 り出しにあたっては､沖縄県や

｢沖縄移民の父｣と称される金武村出身の富山久三に負 うところが大きかった｡

沖縄県からハワイ-の第 2回移民は､3年後の 1903年 (明治36)に農業自由移民として40人 (県統計上は4
5人)が送 り出された｡1904年 (明治37)になると､ハワイ-の移民は増加 し､また､メキシコとフィリピン-の

移民も開始される｡翌 1905年 (明治 38)には仏領ニューカレドニア島､1906年 (明治39)にはペルー移民､,
1908年 (明治41)にはブラジル移民も開始されるDなお､1906年はハワイ移民が大部分を占めるが､沖縄県に

おける出移民の総数が史上最高の4,670人を記録するまでに至る｡その後､沖縄県から世界各地-移民が継続 し､と

くに大正時代から昭和 10年代までに大部分が送 り出される｡

以下､1899年 (明治 32)以降現在に至るまでの沖縄県出身の移民渡航者数をその渡航先国別に分析 し､日本の

移民史と比較 しつつ､沖縄出身移民の時期区分を試みるoこの時期区分の最も大きな指標 としては､沖縄県における出身

移民数を取 り上げるが､ほかの指標 としては日本政府や受入国の移民政策､当時の社会 ･経済状況､世相なども考慮に入

れるO

第 1期 - ･1899年 (明治32)～1907年 (明治40)･- ハワイ移民無制期限と名づける (以下同様)

この時期 9年間に 1万243人を送 り出したDもっとも9年間といっても1900年 (明治 33)から1902年 (明

治35)までの3年間は送 り出しがなかったので結局 6年間ということになる｡毎年平均送り出し数は 1,707人であ

る｡最も多く送 り出した年は1906年 (明治 39)の4,670人であり､その約 96%に当たる4,467人が-ワイ

-渡っている｡なお､この4,670人という総数は 1年間で送 り出した数としては沖縄県移民史上最高である｡また､

この時期にはカナダ･メキシコ･ペルー ･フィリピン･ニューカレドニア島にも出始めている｡すなわち､1904年 (明

治37)のメキシコ-の223人､フィリピン-の360人､1905年 (明治 38)のニューカレドニア島への387
人､1906年 (明治39)のペルー-の 111人､1907年 (明治40)のカナダ-の 152人がそれで､沖縄県か

ら以上の国々への初年度の移民であった｡このうちフィリピン-の移民は富山久三の委により大城孝蔵が引率 していった

ベンゲット道路開削工事のための労働者であった｡この工事請負により日本人としては初めてフィリピン-の移民の先鞭

をつけたけれども､大きな犠牲を伴ったものであった｡この時期の日本の経済状況をみると､日清戦争後の好況の時代を

反映 して､家内工業の域を脱 し､資本主義経済のもとに一路工業化-向かいつつある時代であった0

第 2期 - ･1908年 (明治41)～1922年 (大正 11)- ･-ワイ移民制限 ･南米移民前期

1908年 (明治41) 日本紳士協約が結ばれ､日本はハワイ及びアメリカ合衆国本土への移民送 り出しの制限を受

ける｡前期から引きつづきアメリカ国内では排 日運動が激 しくなっていった｡しかし､写真結婚による妻や父母兄弟など

の ｢呼寄せ｣移民は認められていたので､実際には数多くの渡航者をみた｡その後アメリカ合衆国においては 1920年

(大正 9)にこれまで許可されていた写真結婚による女子移民の渡航も禁止された｡そしてついに 1924年 (大正 13)
には米国排 日法の実施をみて､-ワイ及びアメリカ合衆国本土-の移民の渡航は完全にその門戸を閉ざされることになっ

た｡この時期における-ワイ-の送 り出しは､最高が 1912年 (明治45)の 1,678人であり､そのほかの年には

1,000人にも満たない状況になった｡

排 日法によるアメリカ合衆国への移民が禁止されると､その打開策として出てきたのが南米への移民であった｡その

ひとつブラジル-の移民は長年の交渉により､1907年 (明治40)に契約移民が成立 し､1908年 (明治41)よ

り第 1回の送 り出しがあった｡このブラジル-の初回移民は ｢笠戸丸｣組と呼ばれ､1908年6月 18日にサン トス港

に着いた｡この 1回移民はその総数 799人 (現地資料によると781人)であり､そのうち沖縄県出身者が355人 (同

-3-



327人)をも占め､これは全体の約44%にも相当する大きな数であった｡ブラジル移民の最盛期は 1917年 (大正

6)の2,138人､1918年 (大正 7)2,204人であった｡この両年に多かった理由は､第一次世界大戦の好況に

際 し他府県での移民の募集が困難となり､沖縄県からとくに多く移民を募集 したためであった｡しかし､沖縄県における

ブラジル移民については日本政府の偏見などもあり､再度渡航禁止にあい統計上にもその盛衰がはっきりと現れている｡

今ひとつの大きな流れはペルー-の移民であった｡沖縄県におけるブラジル移民は全国と同時に開始 したが､ペルー移民

は全国に遅れること7年の 1906年 (明治39)に始めて 111人を送 り出したのであった｡このペルー移民の最盛期

は 1918年 (大正 7)の882人､翌 1919年 (大正8)の925人であった｡アルゼンチン-の移民も1913年

(大正 2) 14人より沖縄県から直接少数ながら出るようになった｡フィリピンやカナダ-の移民も引きつづき出た｡

1918年 (大正 7)の第一次世界大戦の終了により､1921 (大正 10)には南洋群島が日本の委任統治地域と

なった｡そのため､日本は極力南洋群島の開発に力を入れることになり､多くの移民を必要とした｡とりわけ地理的にも

近く､気候にも適 し､仕事にも慣れている沖縄県出身の移民を多く入れるということになった｡それ以後南洋群島方面が､

沖縄県人にとってひとつの移民基地としての重要さをもつようになった｡そ して､他府県からの移民がその気候風土や熱

帯農業に適さず､十分に成功を収めえなかったのに対して､日本人移民の約 70%をも占めた沖縄県出身移民は十分に成

功 したと言われている｡ この第 2期は 15年間に移民渡航者総数 2万2,200人､毎年平均 1,480人を送 り出した｡

第 3期 ･･I1924年 (大正 13)～1931年 (昭和 6)南米移民中期 ･南方移民前期

移民渡航者総数は前期の 1922年 (大正 11)には 1,000人以下であったのが､この時期には1,000人､2,

000人という大台を記録する｡まず南米移民から考察 してみよう｡ブラジルは 1924年 (大正 13)に日本人移民に

対する渡航費補助の廃止を決め､以前ほど多くを受け入れなくなった｡しかし､日本政府は 1923年 (大正 12)の関

東大震災を契機にブラジル移民を中心に南米移民に力を入れるようになった｡すなわち､1924年 (大正 13)以後ロ

本はブラジル政府に代わって渡航費の全額を負担するなど､移住促進に積極的な政策をとったOペルーも1923年 (大

正 12)には日本からの契約移民を廃止 したが､その後緩和されブラジルを上回るほどの移民を受け入れた｡この時期は

ペルー移民の全盛期にもあたり､とくに沖縄県出身の移民数は在留邦人の約 3分の 1をも占めるまでに多くなった｡アル

ゼンチン-の移民もこの時期の後半には多くみられるようになった｡

南方移民はとくにフィリピン群島-の移民が多く､この全盛期とも言えるほどのものであった｡このフィリピン移民

は 1925年 (大正 14)より1929年 (昭和4)までに集中し､たえず 1,000人前後の送 り出しがあった｡そし

て､1929年 (昭和4)には 1,693人という最高を記録する｡そのほかシンガポールやセ レベス ･ボルネオ ･ジャ

ワ･スマ トラなどのイン ドネシアの島々-も毎年若干の送 り出しがあった｡その結果､1932年 (昭和 7)には南洋委

任統治地域の沖縄県出身移民は 1万5,000人 (日本人移民の 57%)という大きな数値を占めるほどになった｡以後

も南洋群島における沖縄県出身移民はふえ､第二次世界大戦敗戦後の引き揚げ前には在留邦人の約 70%をも占めた｡

この時期にもカナダ ･メキシコ ･キューバなど-の移民が若干みられた｡ 1931年 (昭和 6)には満州事変が勃発

し､翌 1932年 (昭和 7)に満州国が成立した｡日本政府はそれ以前の 1929年 (昭和4)に拓務省を設置して､満

州移民に力を入れるようになった｡沖縄県からも満州移民が若干送 り出された｡1924年 (大正 13)には沖縄県海外

協会が発足 し､また､1934年 (昭和 9)那覇市に移民のための開洋会館が建設された｡この大正末期から昭和の初期

にかけては沖縄県民の移民熱が非常に盛んになった時期であった｡この第 3期は9年間に2万2,601人を記録し､毎

年平均 2,511人を送 り出した｡

第4期 - ･1932年 (昭和 7)～1941年 (昭和 16)- ･南米移民後期 ･南方移民後期

南米移民はブラジル-の移民が盛んとなった｡その要因は前期に引きつづき日本政府の援助と世界恐慌によるブラジ

ルの大土地所有制が崩壊 し､コロノ移民 (契約移民)を多く必要としたからである｡この急激な日本人移民の増加はブラ

ジル政府を刺激 し､ついに 1934年 (昭和 9)にはブラジル国会において移民制限法が可決された｡そのため､翌 19
35年 (昭和 10)以後のブラジル移民は激減した｡アルゼンチン移民は少数ながら毎年平均 して送り出された｡

南方移民はフィリピン群島移民の占める比重が大きかったDこのフィリピン移民は 1934年 (昭和 9)から増加の
傾向にあり､1936年 (昭和 11)から1938 (昭和 13)にかけて急増 し､とくに 1937年 (昭和 12)には最

高の2,584人を記録する｡前期に引きつづき沖縄県からシンガポールやイン ドネシアの島々へも移民が多く送り出さ
れた. 1936年 (昭和 11)以後においては-ワイ-の移民も若干ふえてきたO

この時期は 10年間であるが､後半の3年間は統計資料がなく7年間の分 しか判明していない｡その間移民渡航者総
数は 1万 7,745人であり､短年平均 2,535人の送 り出しがあった0 1939年 (昭和 14)以後はつぎのような断
片的な数値 しか判明 していない｡すなわち､満州開拓青少年義勇軍として 1939年 (昭和 14)に99人､1940年
(昭和 15)に58人､ 1941年 (昭和 16)に50人の送 り出しがあり､また､1940年 (昭和 15)には満州開

拓団として200戸の送 り出しがあった｡

第 5期 ･- 1942年 (昭和 17)～ 1947年 (昭和 22)･･･中断期

1942年 (昭和 17)から1945年 (昭和 20)までは太平洋戦争のため移民の送 り出しはほとんどなかったO
第二次世界大戦後も1947年 (昭和 22)までは移民の正式な送り出しはなかった｡第二次世界大戦後は日本の敗戦に
より､南北アメリカ大陸在留者を除く海外移民はすべて強制的に引き揚げさせられた｡沖縄県でもフィリピンや南洋群島
などで､農業や漁業などに従事していた移民が全員引き揚げさせられた｡その数約5万人で､台湾 ･満州 ･中国 ･朝鮮な
どからの引揚者を含めると約10万人と推測される｡

第 6期 ･I･1948年 (昭和23)～1962年 (昭和37)･･･戦後南米移民再熱期
1948年 (昭和23)アルゼンチン-33人､ペルー-1人の移民が出たのが第二次世界大戦後の沖縄県移民の始

まりである｡この時期は1954年 (昭和29)より増加の傾向にあり､1957年(昭和32)には戦後最高の 1,9

98人を記録する｡その後も多数の海外移民の送り出しをみたが､とりわけブラジル-の移民が多かった｡戦後の沖縄県

移民は初期においてはアルゼンチン移民､その後はブラジルとボリビア移民がほとんど全部を占める｡戦後の沖縄県移民
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の特色としては､ボ リビア移民があげられる｡これは琉球政府による計画移民であるが､アメリカ政府による援助もあり､

戦後少なくなった移民に光明を与えるものであった｡このボリビア-の黙帯開拓移民は 1954年 (昭和 29)から始ま

り､1962年 (昭和 37)までの 9年間に2,923人 (一説､2,931人)も送 り出 した.そ して､ボリビアのサン

タクルス州に第 1･第 2･第 3コロニアとい う沖縄移住地をつくり上げている｡

この時期は 15年間に 1万4,822人の移民を送 り出し､毎年平均 988人を送 り出した｡この数値は第二次世界大

戦前の沖縄県出身移民平均送 り出 し数よりも若干少ない程度であった0

第 7期 ･･･1963年 (昭和 38)～1971年 (昭和46)･･･南米移民停滞期

第二次世界大戦後の7r摘亀県における出移民は､前期の最後の年次に当たる1962年 (昭和 37)までは 1,000人

台を維持 していたが､この時期にはいると急減 し､1963年 (昭和 38)の484人を最高に以後減少 していく｡第 7
期 9年間に沖縄県から海外へ送 り出された移民は2,283人であるが､これを年平均になおすと254人となる｡この

移民の渡航先国をみると､ブラジル とアルゼンチンが大部分を占め､ついでボリビアが多く､ペルーも少数ながら毎年送

り出 しがみ られた｡この時期にはカナダ-の移民が 1968年 (昭和43)の6人から､パラグアイ-の移民が 1969
午 (昭和44)の 14人から開始される｡

この時期は昭和 30年代の後半から昭和40年代前半までの､いわゆる日本の高度経済成長時代に相当し､国内に多

くの労働者を必要としたため､海外移民を推進する必要がなくなった0

第 8期 ･･･1972年 (昭和47)～1990年 (平成 2)･･･南米移民 ･カナダ移民少数期

この時期は沖縄県が 日本-復帰 した 1972年 (昭和47)から1990年 (平成 2)までの 19年間にわた り､合

計605人を送 り出 しているが､年平均ではたったの 32人にすぎない｡移民の渡航先国もそのほとんどがブラジル ･ア

ルゼンチン ･ボリビア-の南米移民であ り､また､北米のカナダ-の移民が少数ながらほぼ継続 して送 り出されている｡

この時期には 1974年 (昭和49)以降パラグアイ ･ウルグアイ ･チ リ･コロンビア-の移民もごく少数み られた｡

この時期は前期に引きつづき日本の高度経済成長を反映 して､出移民の必要性がなくな り､1980年代の後半以降

はかえって外国からの出稼ぎ労働者が急増 している｡とくに南米から日本-､日系人の出稼ぎ者の多いことが注目される｡

また､日本復帰以後沖縄県から日本本土-の自由な渡航 も可能となり､相互交流が盛んになるとともに､沖縄県内への社

会投資資本などの増加に伴い､県民の生活基盤 も安定 したため､海外-の移民が少なくなったと言えよう｡

3.日本及び沖縄県における出移民要因論

本節では始めに､日本における出移民の要因について､その研究史をまとめ､ついで沖縄県における出移民の要因の分

析 ･考察を行いたい｡

筆者は出移民の要因について､つぎのような複合説をとる｡①経済的要因はある特殊な場合を除き､すべての根本要

因となりうる.②出移民に関する外的要因 (環境条件等)が備われば､出移民の基礎固めができたと考えるO③ しか し､

実際に移民するまでには何 らかの契機が必要である｡これは､移民個人に関する直接的 ･具体的影響を及ぼす内的なもの

が基礎 となるl｡

3-1.日本における出移民要因論

ここで､移民研究先達者による日本出移民の要因に関する研究論文を取 り上げ､その見解をみることにする｡

まず､矢内原忠雄の ｢移民の必然性の理論｣(1931年)によると､①移住の動因には､経済的のほかに政治的､社

会的､思想的､宗教的なものがあり､これ らは多くの場合相綜合 して働 くものであるが､その何れが最も強く働 くかは個々

の場合において一様ならず といえども､最 も普遍的にしてかつ基礎的なるは経済的動因であるO②移住実現の程度は､移

出国における人口の状態､移入国における労働者需要の状態､並びにこの両者の相対的関係の上に立つD簡単に言えば､

移住は当事者たる国々の景気関係によりて伸縮するものである｡③ しかるに､かかる一時的影響のほかに､その基底 とし

て各国各時代の移住に数量的及び性質上の特徴を与える原因がある｡各国生産力の発達段階がこれである｡即ち各国移住

の必然性は､その生産力の発達段階に適応 して歴史的に規定させ られるoこの必然性の範囲内においてのみ､景気は移住

の流れに影響を及ぼすものである2｡

野中時雄は 『日本移民論』(1959年)のなかで､移住動機論 として､人口問題､政治的､経済的､自然的､社会的

動機 と大別 し､最 も根本的な動機は経済的動機であるが､現代においては､単一の動機 としてこれが働 くよりは､複合的

に働 く場合が多いと指摘 している3｡

市原亮平は移民の動機について､｢移民の初期は窮乏化動機が圧倒的に強く､初期の奮斗努力をつ うじてある程度経済

的余力を生 じ家庭をもつため妻子を呼び寄せた り写真結婚の方法で女を呼び寄せるなど女子移民がふえは じめると出稼

ぎ-金儲け-送金 ･帰国の回帰方式が脱皮 されは じめ福祉動機が作用 しは じめる｡この期にはいると近隣の刺激や生活水

準のひきあげや呼び寄せなどの契機がはいってくるので単純に窮乏化動機一本にしぼっては説明がつかずいわば動機は

複合的となる.｣ 4と説明するO

移民の自然的動機 としては､歴史的にみて人間は北方に移住するよりは､南方に移住する方が本能であるといい､南

方-の移民を唱えた研究者等も少なくない.移住する場合､肉体的適応力の問題が第-であることは言を待たない し､そ

】 拙稿 (1970)｢沖縄 自由移民の社会地理学的考察一旧首里市の場合を例 として-｣『人文地理』第 22巻第 1号､ 1

00ベーン.

2 厳崎他人 (1969) ｢わが国の移住の将来｣『移住研究』No5､海外移住事業団､ 27ページ｡

3 野中時雄 (1959)『日本移民論』(『農業経済』第4号 ･特集)兵庫農科大学､30-52ページ0

4 市原亮平 (1960)｢移民母相の漁業構造と人口問題｣『関西大学経済論集』第 10巻第4号､31ページ.
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の結果､気候馴化や適応の問題が移民と関わってくることにもなる5｡移民に関してはこの肉体的適応のみならず､精神

的な適応 .同化の問題 も重要であり､この方面の研究は前山隆がブラジルの日本人移民について行っている60

自然災害が出移民の直接的契機 となったものとしては､谷間武雄を中心に調査された湖東移民村の滋賀県彦根市の八

坂 ･三津屋においてみ られるC ここでは恒常的な水害による慢性的な土地生産性の低 さと､村落共同体規制の弱さから､

1896年 (明治 29)の大水害を契機に移民が盛んとなった､7とある｡

移民の社会的要因としては､大河平隆光が 日本の出移民の原因は､その内因として人民の性質 ･習慣､生活の容易な

らざること､外国に関する智織を､また､その外因として地形､旧藩時代の政策､先輩の指導及び率先者の成功を挙げて

いる80また､小野作次郎は広島県出身移民の多い原因として､苦闘をいとわずどこ-でも出かけていくとい う開拓者精

神をそなえた真宗 (仏教)の気質を挙げている9｡筆者は､沖縄県の出移民の要因として､移民啓蒙家及び先駆者の出現､

共同体規制の崩壊､社会組織､徴兵検査の忌避を挙げた10｡これ らも移民の社会的要因として十分に成 り立ち得る要素と

考える｡

若槻泰雄の ｢アメリカ移民多出地区の要因分析｣(1979年)によると､その出移民の要因を人口過剰あるいは貧困､

先進地域､伝統と風土､衰退作物地域､農業構造､偶然の6つを指標にとり､鋭意分析 ･考察を行っているが】1､明解な

結論が出ていない｡このことは､移民研究における科学的実証的研究法の困難さを示 しているものと言えよう｡河村能夫

が ｢出移民の社会経済的メカニズムに関する分析視点｣(1986年)のなかで､出移民の要因を取 り上げ､従来の研究

成果の整理 ･分析 ･検討を行い､問題を提起 していることは､今後の移民研究にとって有益であろう12｡また､文献資料

を主体にまとめた鈴木俊の ｢海外移住者の動機の変化に関する研究｣ 13 (1975年)も注目される｡

管英輝は ｢福岡県からの- ワイ ･北米向移民､明治初期-大正 13年｣(1982年)のなかで､精力的に日本出移民

の実態を分析 ･考察 し､出移民の要因を以下のように捉えている14｡

移民発生の要因は､従来のこの問題に関する研究からみても､或はまた本稿の第 2章､3章の検討によっても､実

に多種多様な要因の複合的 ･重層的作用に起因することが明らかである｡政治的 ･宗教的迫害､移民会社や移民周旋

人の宣伝やサー ビス､徴兵回避､友人 .親戚 ･同郷人の呼び寄せ､移民としての成功者物語､両国間の移民政策や政

治関係の状態などはいずれ も重要な移民の要因である｡第 2章でも概観 したように､日本からのハワイ ･北米移民に

関 しては､政府の移民政策は特に重要であ り､今回あま り言及 しなかった､移民受入国側の社会 ･経済的要因も重要

である｡しかも､全国レベルの移民の流れ と福岡県 レベルのそれ との間には､類似 したパターンが存在するところか

ら､全国 レベルで作用 している､以上のような要因は､県レベルにも同様な影響を及ぼ しているように思われる｡

川崎澄雄著 ｢鹿児島農村における渡航者のアメリカ的家族生活｣(1990)で､アメリカ移民帰 りからの聞き取 りで､りからの聞き取 りで､

ことは貴重な記録と言当時の移民母村の状況と外国生活のよさ､現在の日本 との比較が､以下の証言として得 られている

えよう｡｢このあた りでは､戦前には､栗め しとからいも (さつまいも)が常食で､盆､正月､節句 ぐらいしか白米を食

べられなかった｡それが､アメリカでは良い食事ができた し､『アメリカもどい』のひとも食事は良かったと思 う｡戦後

都会に出たひとも多かった｡そのひとたちは､厚生年金をもらっている｡海外にしても戦後行った方がよかったのかと思

うことがあるが､時代の流れだ｡ただ若い時に外国を見たのは良かったと思 う｡いつの時代が良いかと言われれば､今の

時代が良いのではないか｡｣ 15

相川庸子はその著 ｢愛媛のアメリカ村｣(1982)で､移民母相の聞取調査から以下のことが判明 したと記 しているO

｢海外渡航者は貧 しい層からとい う常織は必ず しも当てはまらない｡むしろ中層の､上昇の期待を持つことのできる層か

らの渡航が目立つ｡｣｢(移民は)長男や家の後継者も多く､皆 『1万円を目標に』『なるべく早く金を貯えて』という出稼

型である｡｣また､村川はアメリカ移民が移民母相に与えた社会的影響をつぎのように記 しているD｢成功 して故郷に錦を

飾る者は勿論､米国で少 し余裕ができるとせっせ と家に送金 し､親戚の端々まで 『アメリカみやげ』を配る｡狭い村のこ

5 和田俊二 (1963)『移住 と適応一熱帯気候馴化の研究-』古今書院､336ページ｡同 (1977)｢熱帯の開拓と

移民一熱帯アメリカ開拓史上における労働力気候の適応の研究-｣風間書房､ 175ページ｡

6 前山隆 (1982)｢ブラジルの 日系人におけるアイデンティティーの変遷一特にス トラテジーとの関連において-｣

『LainAmer･icanStudleS』No4､筑波大学､ 181-219ページ｡同 (1984)｢適応の論理 と心理-ブラジル 日系

人の母国敗戦時の変動-｣『歴史人類』 (筑波大学歴史 ･人理学紀要)第 12号､ 129- 152ページ｡

7 立命館大学人文科学研究所 (1964)『立命館大学人文科学研究所紀要』第 14号､特集 ･湖東移民村の研究､8-

10ベーン､ 173ベーン0

8 大河平隆光 (1905)『日本移民論』文武堂､ 34-42ページ｡

9 尾野作次郎 (1935)｢広島県を特色づける移民について｣『地理学』第 3巻第4号､ 165- 166ページ0

10 拙稿 (1968)｢沖縄出移民の歴史とその要因の考察｣『史学研究』第 103号､40-54ページ｡

■l 若槻泰雄 (1979)｢アメリカ移民多出地区の要因分析｣『玉川大学農学部研究報告』第 19号､106- 122ベ

ーン/0

12 河村能夫 (1986)｢第 1章 出移民の社会経済的メカニズムに関する分析視点｣戸上宗賢編著 『ジャパニーズ ･

アメリカン』 ミネル ヴァ書房､22- 26ページ｡

-3 鈴木俊 (1975)｢海外移住者の動機の変化に関する研究｣『移住研究』No11､ 1- 16ページ0

14 菅英輝 (1982)｢福岡県からのハワイ ･北米向移民､明治初期-大正 13｣『北九州大学外国語学部紀要』47､

145- 146ページ.

15 川崎澄雄 (1990)｢鹿児島農村における渡航者のアメリカ的家族生活一帰国 した出稼ぎ者の生活史-｣『鹿児島経済

大学社会学部論集』第 9巻第 3号､16ページ｡
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と､誰が誰に何を送ってきたとい う噂がたちまち広がる｡小 さい子供の耳あた りを両手で支え､『お江戸が見えたか』 と

高くさし上げてやる遊びがあるが､この辺では 『アメリカ見えたか』と言ったとい う｡子供の頃から米国に対 し夢をふ く

らませていったのであろう160

福田徹は論文 ｢北米移民に関する地理学的考察｣(1982)のなかで､三重県における北米移民について､つぎのよ

う記 している｡ ｢以上のごとく､北米移民者は/､ワイ ･メキシコ契約移民として渡航 し､その契約満了後あるいは直接合

衆国に渡った後､炭鉱 ･鉄道 ･農業 ･商業 ･漁業 ･その他雑役 と職業を変えつつ場所を移動 していた｡そ うして､現在ま

でに49人の帰国者が確認できるごとく､出稼ぎの初期の目的が達成 されると家郷-帰る回帰型移民であった｣ 17

押本直正は論文 ｢神奈川県下の海外移住｣(1983)のなかで､神奈川県の開成町､小田原市東部から､明治 30年

代に､アメリカやカナダ-の移民が集中的に出た理由を､以下の二つの社会的事象が大きかったと説明 している｡ ｢1､

農民の困窮 ･不況 ･1897 (明治 30)年および 1901 (明治 34)年､足柄地方は異常天候で凶作であった｡鹿民

とくに小作農は困窮 し､アメリカの高賃金の魅力も手伝って､青年達は続々と渡航 した｡このため祭のみこしをかつぐ若

者がいなくなったといわれる｡日露戦後の不況は農村の疲弊に拍車をかけた｡ただ しこれは足柄地方に限ったことではな

い0 1906 (明治 39)年には､全国から3万 6千余人が移住 している.2､先輩移民の影響 :星崎定五郎の場合､同

郷の先島堅渡米者､尾崎和吉の言動が強 く影響 している｡また､吉田島村の場合､1889 (明治 22)年渡米 し､189

8 (明治31)年バンクバーで旅館を開いた青木米吉を慕って渡航 したものが多いと言われる｡『移民は移民を呼ぶ』と

いわれるが､全国的に見ても､このようなパイオニアの影響が大きい点が指摘 されよう｡｣ 】8

吉田恵子はその著 ｢東 日本における明治期出移民の実態｣(1992)で､明治期福島県における出移民の特色を以下

のように捉えている｡ ｢福島県からの移民は年次別では自然災害のあった年､出身地別では､信夫､伊達､安達の3郡に

多かった｡『福島民報』明治31年 8月 10日には､『信夫､伊達､安達の 3郡は県の中心地で人口桐密であるため貧富の

差も激 しい｡養蚕業が盛んなので貧 しい者 どうにか生活ができているが､災害により養蚕業に被害が出ると貧 しい者は流

離逃亡の浮目を見ることになる.』 とい う趣 旨の記事が掲載されているO明治 30-40年代に起こった自然災害は冷害

や霜害であり､いずれ も養蚕に大きな被害を与えるものであった｡養香-の被害により､養蚕で生計を維持 していた貧者

の多い信夫､伊達､安達､の3郡では明日の暮 らしも窮するものが続出 したことだろうO (中略)これ らのことから､筆

者は､経済的ダメージと､主に移民会社によって行なわれた移民に関する情報の提供 とい う2つの要因の相乗効果によっ

て､より多くの移民が送出されたのではないかと考えている｡｣ 19

3-2.沖縄県における出移民要因論

前節 l･2でみてきたように多数の海外移民を送 り出 した沖縄県における出移民の要因をみると､出稼ぎ ･金もうけ

とい う経済的要因を基盤 としたことは確かである｡しかし､沖縄県の出移民の要因は､経済的要因のほか地割制廃止によ

る新土地制度の施行､移民会社 ･周旋人 ･移民指導者の存在､徴兵忌避などの社会的要因の占める比重も高く､個人的な

動機 も少なくない｡また､海外への雄飛の精神も加わる｡そこで､沖縄県における出移民の要因について､以下､項 目ご

とに先行研究の事例を取 り上げ考察 してみる｡

① 人口過剰による経済的要因

人口過剰による経済的要因を重視 したものとして､1928年 (昭和 3)『地理学評論』に発表された武見芳二の ｢沖

縄島出移民の経済地理学的考察｣ 20が挙げられる｡この論文は地理学者武兄が 1920年 (大正 9)及び 1925年 (大

正 14)両度の国勢調査を比較 して､人口減少県としての沖縄県に着 目し､その原因を出移民に求め､1926年 (大正

15)の夏､出移民の経済地理探求の目的をもって沖縄県の一部を踏査 し､その野外調査と文書及び統計により研究成果

をまとめたものである｡本論文に使用されている出移民の概念には､国内出稼ぎも含まれているが､本来は海外移民と国

内出稼ぎとは区別 して考察されるべきものであると考える｡このなかで武兄は沖縄県の出移民の要因について､つぎのよ

うに幾つかの重要な点を指摘 している｡

｢本件の現住人口の減少は､自然現象 と認むべきものではなくして､後述の如くに全く出移民の原因に帰すべきもの

である｡而 して出移民に生産年齢者の多いこと､出移民の影響によって男女数の甚 しい不平均を来 したこととが､間接に

出産率の減少を招いたことは確実である｡｣同様､沖縄県の生産年齢者の少ない原因を､｢全 く出移民に基因するものであ

って､産業欠乏のために他の地域から労働力を吸収することが出来ないばか りでなく､過剰の労働力を出移民によって失

ひつつあることを物語るものである｡｣と､出移民の影響力の大きさを主張する｡武兄は生活程度の向上も出移民に繋が

るとみているが､｢出移民の送金は郷土を救済するに有力なものであるが､帰還者は出先に於ける高い生活様式の媒介者

でもあった｡｣と指摘する｡

町村単位の地理的研究物のなかに沖縄県の出移民にふれたものとしては､与世里盛忠の ｢地理的二見夕糸満研究｣ 2tが

16 村川庸子 (1982)｢愛媛のアメリカ村｣『社会科学研究年報』No12､別冊､龍谷大学社会科学研究所､47ペー

ジ｡

17 福田徹 (1982)｢北米移民に関する地理学的考察一三重県における出移民の空間的分布を中心として-｣『社会科学

研究年報』No12､別冊､能谷大学社会科学研究所､15ページ｡

Ⅰ8 押本直正 (1983)｢神奈川県下の海外移住｣『神奈川県史』各論編 1､政治 ･行政､616ページ0

19 吉田恵子 (1992)｢東 日本における明治期出移民の実態一明治 31年-45年の福島県出移民旅券データから-｣『移

住研究』No29､国際協力事業団､85-86ページ｡

2U 武見芳二 (1928)｢沖縄島出移民の経済地理学的考察｣(上) (下)『地理学評論』第 4巻第 2号 ･第 3号､ 135

- 156ペ-シ､248- 283ペ--/.

21 与世里盛忠 (1932)｢地理的二見夕糸満研究｣(ソノー)『糸満社会史』(祭魚堂文庫)(ガリ版刷)､30-60ペ

- ン/0
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挙げられる｡与世里論文は糸満についての地理的研究ではあるが､そのなかに人口の項で出移民に関して取り上げている｡

その出移民についての内容をみると､先の武見論文の影響もみられるが､独自の見解 と分析視角が示されている｡すなわ

ち､与世里は沖縄県における出移民の原因を過剰人口にありとし､その過剰人口の原因を ｢(-)は人口増加と生産高が

平行 しないこと､(二)は生活程度の向上せること､である｣とみなしている｡

これをより詳細にみると､(-)の場合､沖縄県の人口は明治 12年の廃藩置県当時の31万 545人が約 50年間で

倍増 したことにより､人口増加率は他府県とほぼ一致する｡しかし､沖縄県の二毛作の収穫量は他府県の一毛作にも及ば

ず､生産高上昇は平行 しない｡その原因は土地の粗悪 ･暴風の襲来 ･草書 ･山林の荒廃等､また､旧市時代の地割制度に

よる農民の土地愛護や改善の念の欠如､暴風林 ･貯水池の設備､その他種々の設備の怠慢によるものであるとする｡

(二)の場合､沖縄県においては漸次交通の発達で移入物質の便により､今まで芋のみを主食食料としていた県民の

大半も容易に米が得 られるようになった｡そのため米食に鞍替するものが増え､米が県移入品の主なる地位を占めるよう

になった｡また､米ばかりでなく､衣服 ･化粧品 ･その他 日用品も年々移入を増加させた｡そのうえ､他府県や外国から

の帰還者は出先地における生活様式の媒介者となり､いよいよ県民の生活向上を速くさせた｡

このように生活向上は消費の拡大となり､ただでさえ人口過剰に苦しみ､生産不振を嘆く県民は二重の負担となり､

ますます生活の窮乏を告ぐるに至った｡その結果､人々は故郷にいて暗い生活を送らんとするよりは､進んでより良い幸

福を求めんとして出移民を招いたものであろう｡すなわち､彼は生活の不安より逃れんとする消極的動因による出移民が

沖縄の出移民の原因であり､又糸満人の海外発展もそれであろう､と結論づけている｡これは沖縄頻出移民奨励の一般論

調である｡

移民の啓蒙書としては新垣金造編著の『移民之友』 22 (1926年)が挙げられる｡これは当時4版も重ねているので､

多くの人々に読まれたものと思われる｡新垣金道はその自序において､｢沖縄県の疲労困燈の原因の-は人口過剰にあり､

年々歳々､六千以上の人口増加を来 しつつ有れば今後沖縄県を救ふものは唯海外発展有るのみ｣と指摘 し､｢吾々が世界

的大発展をなすには常に風俗習慣を異にする世界の各人種と相提携 して共存共栄を期すべきものなり､故に 『郷に入 りて

は郷に従ふ』の格言を遵守 し従来の出稜的海外発展よりして更に永住的移住民の覚悟にて雄飛せざるべからず｣と説く｡

｢今や官民上下一致協力 し移民政策を確立 し､人 口問題の解決と共に一層の努力を為 し､県民生来の因習を打破 し以

て社会の進歩に順応せざるペからず｡予は茄に感ずる所有 りて吾等同胞の健全なる海外発展を期する為め本書を刊行す

る｡｣と趣旨を述べ､｢我国移植民問題に､真剣に奮闘されつつある朝野の名士に訴- Lに､吾人の企てに深く賛同され､

ご多忙中にもかかわらず､早速御執筆の栄を賜 りたるO｣として､日本における多くの有名人士が移民問題の啓蒙を行っ

ている｡

1928年 (昭和 3)ガリ版刷で発表された第 17回沖縄県初等教育研究会編の 『島の教育』 23はとくに沖縄県の移民

問題を取 り上げ､移民と教育についての詳細な分析を行っている｡その論旨を要約すると､沖縄県にとって移民とは一に

過剰人口の解決であり､二に疲弊せる県経済の救済である｡その背景には沖縄県の地理的位置からくる自然条件の不利さ､

例えば南海の孤島 ･土地の狭小 ･天然資源の欠乏 ･暴風の被害等がある｡そして､沖縄県から多くの移民を出すことによ

るマイナスの面を認めつつも､なお､移民は必要であり､かつ､重要なものであるという｡そのために､これまで沖縄県

移民が排斥非難された理由は教育 ･教養の足 りなさにあるとし､今後優秀な移民を送 り出すためには､小学校から移民を

含めた質の高い教育を行 う必要がある､と指摘する｡

金城功は 『沖縄県史』第 7巻 ･移民 (1974年)の ｢第 2章 移民の社会的背景｣のなかで､つぎのように沖縄県

の出移民の要因を捉えている (91-92頁)o｢人口の過剰､土地の狭陰､資源の貧弱､そのような沖縄にいてはおさき

まっくらだ､それで移民をして外地で稼ぎ沖縄経済に貢献するのだという考え方におちつき､多くの人が海外にでていっ

たのであろう｡移民を送 り出し､沖縄県の人口さえへらせば逼迫 した沖縄をなんとか救済できるのではなかろうかという

考え方も流布 していた｡ (中略)移民の原因も､沖縄の貧困特に農村の貧困あったと考えている｡移民として海外に渡航

した り､出稼ぎとして他府県に移動 したりするのは､家族の諸々の条件､移民受けいれ国の条件､その他諸々の条件が作

用 した結果だとおもっている｡｣

② 移民啓蒙家及び先駆者の出現

琉球王国時代の沖縄県人は海洋民族 としての意気旺盛 ･自由潤連な性質を有 していた｡ しかし､ 1609年 (慶長 1

4)琉球王国が島津に亡ぼされ､その後 2世紀半以上にもわたる薩摩藩の支配を受けるようになると､その旺盛な気質も

消え失せた｡明治政府になってからも､他府県に比べて多くの差別待遇を受けたりして､海洋民族としての積極的な性質

を失ってしまった｡明治以後における沖縄の歴史をみるとそれが歴然とする｡例えば､1871年 (明治4)の全国にわ

たる廃藩置県の制度は沖縄のみは8年も遅れて 1879年 (明治 12)に行われ､その時に初めて琉球藩を廃 し沖縄県が

置かれたのであった｡地割制度が廃止されたのが 1899年 (明治 32)から1903年 (明治 36)までの間あり､特

別町村制が施行され ｢間切｣が ｢村｣に改まったのが 1908年 (明治41)であった｡沖縄県から初めて代議士 (2人)

が 選 出され､国政-参加 したのが全国に遅れること22年後の 1912年 (大正元)であった｡このように､すべての面

で 沖縄県は他府県に比べて立遅れたのであった｡しかも､政府の援助も少なく､政界 ･財界 ･教育界などの上位の地位は

こ とごとく他府県人によって占められ､沖縄県人の積極的意欲を阻害してきた｡そのため､沖縄県人は自主性をなくし､

ひ いては社会を停滞させる原因ともなった｡

22 新垣金造編著 (1926)『移民之友』移民之友社､297ページ｡なお､『沖縄県史』別巻 ･沖縄近代史辞典には同

書の解説 (田港胡和)が 38-39ページにみられる0

23 『島の教育』の解説は以下の3文献にみられる｡

拙稿 (1974)『沖縄県史』第 7巻 ･移民､15- 18ページ､阿波根直誠 (1977)『沖縄県史』別巻 ･沖縄近代史

辞典､300-301ページ､拙稿 (1977)｢第二次世界大戦前の沖縄県における海外移民教育について｣『海外教育』
(沖縄県高等学校海外教育研究協議会誌)第6号､15-18ページ｡
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このような背景のもとに第 1回のハ ワイ移民が 1899年 (明治 32)に初めて送 りだされた｡ この移民を送 り出す

までにはいかに多 くの困難な問題を伴い､その後 も種々支障を来 したかは当時の沖縄の政界史をみることによって明らか

となろ う｡すなわち､この時期は沖縄県政史上最 も永 くその職にあり､種々批判をあびた第 8代県知事奈良原繁の時代で

あった｡かれは沖縄県か ら移民を出すことは当時の状況からして時期尚早であるとした｡しか し､当時は自由民権思想の

勃興 した時代でもあ り､ここに謝花昇 と共にその方面の啓蒙家でもあった金武柑出身の富山久三が ｢県移民の父｣として

登場 してくるのである｡その後フィリピン移民の先駆者 として､同 じく金武村出身の大城孝蔵が出現する｡

③ 共同体規制の崩壊

沖縄県における出移民の要因 として第 3に挙げられるのは共同体規制の崩壊､とくに地割制の廃止による土地整理が

なされたことであった｡いわゆる ｢土地制度の改革｣と呼ばれるものがそれで､地割制の廃止は 1899年 (明治 32)

から1903年 (明治 36)までの 5年間にわたって実施 された｡すなわち､1899年 4月 1日施行の沖縄県土地整理

法により沖縄県における最後の地割旧慣に従って実施 された｡これには 1898年 (明治 31)12月 31日出生者まで

土地の配分を受けている｡土地整理の事業にはこのような土地所有権の決定のほかに､土地の測量 ･地価の査定が行われ

た｡

要するに､土地整理は旧来の土地共有制から私有制にかわった制度上の大改革であ り､とくい沖縄県の農民にとって､

17世紀初頭か ら19世紀末にかけての 300年間にもわたる封建的土地所有関係か ら解放 された記念すべき大事業で

あった.このように土地の所有権が絡められるようになると､居住の自由も認められ､ある一定の土地に縛 られるとい う

こともなくなった｡すなわち､人 口の移動現象がみ られるようになった｡そ して､土地の売却などにより資金の都合もつ

くようになると海外-の移民希望者 も急増 し始めるのであった｡

ここで､地割制の廃止 と出移民の関係について筆者の見解を述べてお く｡まず､地割制の廃止が村の人々に移動の自

由を与えたことは事実であった｡しか し､それでもこれまで維持 されてきた伝統的な農村においては､急激な生活の変化

はみ られなかったものと思われ る｡その後､地割制の廃止に伴 う新土地制度の確立によって､私有地の発生をみ､徐々に

村落内部において､土地を所有する階層 と､土地を手放 して村外にでる階層 とに分かれていった｡

土地整理事業以前には､村か ら出たいとい う意志があっても､伝統的な共同体社会には多 くの規制があ り､出ること

ができなかった場合が多かった｡しか し､この村人を規制 していた地割制度が廃止され､新 しい土地制度が確立されると

ともに､個人に出る意志 さえあれば､自由に出られる条件が作 りだされた｡すなわち､個人の自由意志による移動の自由

が大幅に認められるようになったことである｡そこで､沖縄県各地において､移民を希望するものは土地を売却 して金を

作 り､これを渡航費に充てることもできた｡あるいは､土地を処分するところまではいかなくても､土地を抵当にして親

戚や村の金持層､あるいは銀行などから金を借 りることもできた｡実際､ブラジル-の第 1回移民が 1人当た り200円

内外の旅費を､自己の土地を抵当に して借用 した事例が認められた240
土地整理事業以後は､納税の義務 としての金納制も実施 され､貨幣経済が村々に浸透 し､それまで自給 自足の生活に

甘ん じていた沖縄の腰村社会が､近代化- と大きく発展 していった｡その後､現金収入を必要 とする社会になるにつれ､

村から多くの出稼ぎが行われるようになった｡そ して､この出稼ぎで一番多かったのが､沖縄県においては海外移民であ

り､沖縄諸島においてはいずれの村をとってみても､移民の母相 と称 されるほど､実に数多 くの移民を出 したのである｡

土地整理理事業の開始された 1899年 (明治 32)には､同時に沖縄県からの出移民も開始され､それ以後､人々をし

て海外- 目を向けさせ､また､移民の送金による効果が周辺の村々-移民を推進 させる力 となっていった｡

④ 社会組織

出移民の要因 としては､第 4に沖縄県の社会組織を挙げることができるo沖縄県人は一般に団結心が強いと言われて

いる｡それはとりもなおさず血族的血縁的紐帯の強 さを意味 している｡沖縄社会においては中国の ｢封｣とい う組織の強

さほどまでには至 らないが､日本本土よりはるかに強い ｢門中｣(｢一門｣と呼ぶ場合 もある)とい う組織がある｡｢門中｣

の起原や機能については諸説があ り一定 していないが､中国の儒教の影響を受けたことは確かである｡しか し､この制度

は沖縄独 自につ くり出されたものであ り､最近の研究によると一般に言われているほど古い起原をもつものではないと言

われる｡また ｢門中｣の概念 も都市 (士族間)と農村 (百姓間)では若干異なるようである｡比嘉春潮によると､｢門中｣

とは ｢祖先の霊を共同の神 として祭 る男系血縁団である｡血縁団をもって部落を構成 していた氏族時代の遭制であると思

われる｡｣ としている25｡また小川徹は ｢門中は旧王国の薩摩的支配に伴 うわが国近世封建制度の急速な輸入の結果 とし

て､士族間にそれが本来存在 していた父系的親族集団を基礎 として誕生 した新組織に対する新 しい称呼 として発生 したも

の｣であるとしている26｡沖縄県の集落はこの ｢門中｣組織を中心に した数個の血縁的共同体から成 り立っている場合が

多く､後になると行政単位 となっていた｡

このように して､沖縄社会におけるこの血族的血縁的紐帯の強 さは自給 自足を建前 とする閉鎖的社会から一歩踏み出

して､その外部の世界においても発揮 されるようになった｡その例が各移民在留国における県人会 ･市町村入会 ･字入会

の 誕 生であった｡一度このようなっなが りができると､移民母相においても郷里 (土地)への執着を断ち切 って､海外へ

の 気軽な渡航をみるようになるのである｡もちろん経済的貧困さ､将来性-の不安さもその根底にあるとはいえ､そのよ

うな精神的近接感の方がより大きく働いたものと考える｡

⑤ 徴兵忌避

沖縄県における出移民の要因として第 5に徴兵検査の忌避あるいは回避を挙げることができるO沖縄県における徴兵

21 外務省編 (1961)『日本外交文書』第 41巻第 2冊 ･明治 41年､第 42巻第 2冊 ･明治 42年､ 日本国際連合

協会､417ページ､ 291ページ｡

25 比嘉春潮 (1962)｢沖縄親族集団｣『日本民俗学大系』 12､平凡社､84ページ｡

26 小川徹 (1966)｢わが国社会 ･文化現象の地理的研究について一方法論的一反省一｣『人文地理』第 18巻第 2号､

119ベーン｡
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令の施行は 1898年 (明治 31)であった｡当時､兵隊に行けばもう帰って来ないものだという考え方が洩厚で､兵隊

一戦争一死と結びつけ､徴兵検査を受けること自体も忌避された状態にあったOそのため､移民として海外へ行けば徴兵が

延期されるため､適齢期の者は兵隊よりも移民を選んだ｡この現象は日本本土の移民母相においても同様にみられたが､

沖縄県の場合にはそれが顕著であった｡その理由は徴兵及び兵役というのが､沖縄県人一般に誤解されているむきもあっ

た｡そのため､兵役を終った人々が村-帰 り､軍隊の長所が示されるようになると､教育の効果もあり､軍隊行きを希望

する者も増えてきた｡しかし､そ ういう状態にあっても､沖縄県人の移民勲は高く､徴兵忌避も含めて個人的自由意志に

よる移民は多かった｡

ここで､木村健二の日本における徴兵令の制度と移民の徴兵忌避についての論考を以下に引用する27｡

明治に入って日本は､新政府の軍事的基礎を固めるため､ 1873年 (引用者注 .明治6､以下同様)に徴兵令

を制定 した｡そこでは摘 20歳の壮丁は､受検 ･抽故により3カ年間の常備兵役義務が生 じることになった｡免役条

項や代人制を含む同令では､身体不適格者､官吏､生徒､一家の主人､その相続者､犯罪者､養子､徴兵在役者の兄

弟等､そ して洋行修業者が常備兵免役となり､代人料 270円上納者が常備 ･後備免役となった (『法令全書』｡以下､

法令は同書による)079年 (明治 12)の改正では､｢外国-寄留スル者｣中に学術就業のほか商用等もつけ加えら

れ､平時において免役となった｡さらに89年 (明治 22)には大改正がなされ､これにより国民皆兵原則が確立し

たといわれた｡在外寄留者については､学術修業者に猶予を与え､公使又は領事の証明書を添えて毎年 3月 1日まで

に届ければ26歳まで徴集を猶予 し､帰国後に抽鼓の法によらずに徴集するとされた｡その場合､検査の結果､現役

常備兵となれば陸軍は3カ年の兵役に服 し､国民兵となれば戦時若くは事変に際し後備兵 (予備兵に次いで有事に召

集 され､平時には毎年 60日間勤務演習につく)に召集された｡なお陸軍試験委員の試験に及第 したものは 1年志願

兵に志願することができた｡

政府は 1895年 (明治 28)に至 り､法律第 15号徴兵令改正追加によって､外国奇留者について､｢学術修業

ノ為｣のみから､｢外国二在ル者 (朝鮮国二在ル者ヲ除ク)ハ本人ノ願二由り徴集ヲ猶予ス｣と猶予対象を拡大し､

事実上海外出稼ぎ者の徴集を猶予する｡官約移民が終了し私約移民時代に入るにあたって､一方で移民保護規則 ･移

民保護法を制定 し､送 り出しに際 しての管理 ･監督を強化 し､他方でひとたび契約をしたものに対 しては､徴集のた

め帰国することはないようにするという既定の措置を明文化 したのである｡総 じて移民と外国人雇主とのあいだの契

約を尊重 し､対外的摩擦の発生を避けようとしたといえる｡なお猶予期間については､93年 (明治26)に改正さ

れた28歳から､更に延長 して 32歳とし､1年志願兵制は変わらないが､32歳までに帰国した場合は抽鼓によら

ずに徴集され､32歳以降の者は国民兵役に服す (内容は89年に同じ)とされた｡

前述 したように､1895年 (明治 28)以降､外国在留者が徴集猶予となり､他方日清 ･日産の両戦争により戟

死 ･戦病死が現実のものとして身近かに感 じられるようになり､これを契機 として､海外移民は徴兵忌避を実現する

ための手段 としてより強く認識されることになった｡ (中略)表4は府県別の人数を示 してお り､17年 (大正6)

までは 32歳まで､18年 (大正 7)からは37歳まで猶予願を出し続けなければならなかったため､それらが累積

された人数が出てお り､当該年次の壮丁数との比率はあまり意味をなくさないが､それでも広島などの ｢移民県｣ほ

ど比率が高いことが明瞭である｡また在留地別では､1922年 (大正 11)ではアメリカ (-ワイ ･南北含む)が

最多で､20歳が 2,777名､21歳以上が2万 9,784名にのぼった｡商用 ･留学もこのなかには含まれている

が､事由別在留者数から見る限 り､大部分は移民及びその職業移動 したものと見てよい｡

表4 外国在留中の徴兵猶予者

府 県 1908年 1922年

沖縄県 1,601 417.91 4,162 382.50

広島県 5,394 403.69 6.575 252.86

和歌山県 2,382 392.48 2,147 173.94

山口県 3,259 388.86 3,019 187.29

熊本県 2,634 279.44 3,627 198.02

福岡県 2,228 169.66 3,062 126.78

岡山県 997 99.14 1,273 78.47

山梨県 471 85.90 369 48.30

鳥取県 311 77.63 380 68.14

鹿児島県 762 71.49 1,492 83.29

① 『徴兵事務摘要』 1908年､ 1922年より作成｡②両年 とも右欄は壮丁中の千分比を示す｡(木村健二作成)

上記引用文中の表 4外国在留中の徴兵猶予者をみると､ 1908年 (明治41)及び 1922年 (大正 11)の両年

とも､沖縄県が壮丁中の千分比では首位を占めていることが判明する0

4,むすび

27 木村健二 (1997)｢1 徴兵忌避と軍資金献納｣移民研究会編 『戦争と日本人移民』東洋書林､20-25ペー

ジ｡
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以上､沖縄県における出移民の歴史及び移民要因論と題 して､まず､沖縄県出身移民の全国的地位を位置づけ､つぎ

に､沖縄県の出移民の歴史では筆者による時期区分を行い､第二次世界大戦前から大戦後までの長いスパンを8期に分け

た｡

日本及び沖縄県における出移民要因論としては､始めに､筆者の出移民要因論として複合説を提起 したOつぎに､日

本出移民要因論として､移民研究先達者による先例の研究論文を取 り上げ､沖縄県における出移民要因論としては､多く

の事例研究をみることにより､人口過剰による経済的要因､移民啓蒙家及び先駆者の出現､共同体規制の崩壊､社会組織､

徴兵忌避の 5つにまとめ考察 した｡このほかにも､沖縄県における出移民の要因としては､琉球王国時代の伝統を踏まえ

た海外雄飛の精神も挙げられ､個人的な動機も少なくなかったと考えられる｡

沖縄児の出移民の要因としては､郷里での精神的な不安定さもそのひとつに挙げられよう｡すなわち､第二次世界大

戦前までは近代的な産業の発達 していない沖縄に見切 りをつけ､また､戦後は米軍統治による土地接収などにより生活基

盤が破壊されて､海外-出たと言える｡しかも､渡航先国に親戚縁者や同郷人が数多く在住すれば安心感があり､かえっ

て県内や国内の見知らぬ土地-移住するよりも安心感があった｡すなわち､｢身近な感 じがする｣といった精神的近接感

の方が物理的距離感よりも有利に作用 したのである｡
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第2章 沖縄のディアスボラの状況-ホス ト社会との関係性をめぐって一

鈴木規之

はじめに

沖縄には多くの異質な他者が存在する｡ヤマ トンチュ-またはナイチャーとよばれる本土(日本)出身者､在沖の外国人

はグィジブルな他者として存在する｡また､かつて沖縄から外国に移民 し､さまざまな理由で沖縄に戻ってきた一世およ

びその子弟も他者として存在する｡彼らの多くは二世､三世､四世と世代を越えての帰沖となっている｡ハイブリッドな

人々を除いてその他者性はヴィジプルではないが､言語を中心とする-ビトクスの異質性から日系人という他者として扱

われる｡本稿では､沖縄社会の中で異質な他者として存在する人びとの中でも外国人および日系人をディアスボラとして

とらえ､沖縄社会でのエスニック ･マイノリティーとして位置づける1｡

本稿が明らかにしたいのは､このような沖縄におけるエスニック ･マイノリティーの人びととホス ト社会としての沖縄

との関係性である｡エスニック ･マイノリティーの人びとは沖縄社会をどのようにまなざし､そして沖縄社会からまなざ

されてきたのか､またどのような関係を結んできたのか､逆にホス ト社会である沖縄の人びとが､外国人 ･日系人からど

のようにまなざされ､どのような関係性にあるのかを調査によって明らかにし､グローバル化の中で今後の沖縄はどうあ

るべきかを考えていく素材 としたいと考えている｡そのために､2002年 8月に統計(畳的)調査を行い､同年 10-11月に

インタビュー(質的)調査を行った｡

2002年度は琉球大学法文学部人間科学科社会学専攻課程の 2年次の学生および大学院生とともに主に統計調査を行い

有効票 157票 (うち外国人 56票､日系人 101票)を得た後､13ケースのインタビュー調査を行った｡方法としては､

沖縄におけるエスニック ･マイノリティーの全体像をまず統計調査によって把握 し､次いで､彼らが沖縄社会-の定住過

程で直面してきた諸問題に関するインタビュ-調査を行った｡サンプリングの方法は調査対象の特殊性から統計調査につ

いてはスノーボール ･サンプリングである｡インタビュー調査は､統計調査の対象者の中で面接によるインタビューに応

じてもよいとの回答を寄せた人の中から国籍､出身地､世代を考慮 して選定 した｡対象者については定住性を重視する意

味で数ヶ月以内に帰国の予定が決定 している人は除き､年齢は 18才以上とした｡統計調査における質問項目は､移住 ･

移民を中心とする本人の属性､沖縄の人との交際の有無､地域生活､出身国の行事 ･イベン ト-の関わり方､沖縄文化-

の関心､子供の教育をめぐる期待と直面している問題､自治体サービスの活用状況､そして米軍基地に対する意識などで

ある｡調査方法は､対象者の言語能力などを考慮 して留め置き､面接､郵送を併用 した｡沖縄の定住外国人や帰国した日

系人を対象とするこの種の統計調査は､これまで行われたことがなかったものである2｡

本稿では､以上のような問題意識のもと､沖縄におけるディアスボラである日系人や外国人の状況をホス ト社会である

沖縄 との関係性の視点から分析を行 う｡

1.沖縄における外国人の現状
沖縄における外国人の現状であるが､法務省入国管理登録課 ｢都道府県別 ･国籍別外国人員｣(平成 13年 12月末現在)

によると､400人以上が外国人登録を行っているのは､米国 (1,897人)､中国 (1,893人)､フィリピン (1,608人)､韓

国 ･朝鮮 (520人)､ペルー (447人)の5カ国となっている. しかしこの表には軍人 ･軍属であるアメリカ人や帰化を

した日系人が含まれないため､実態とはかなりずれ､沖縄に居住 している筆者の実感ともかなり異なる｡基地を背景とし

たヴィジプルなアメリカ人の圧倒的な存在感､多くの場合ヴィジブルではないが異なる-ビトウスをもつ日系人の存在感

I-椴には沖縄の人々が外国-の移民や 日本本土-の移住を通 してディアスボラと扱われることが多いが､本稿では沖縄

そのものをホス ト社会としてとらえ､そこに居住する国境を越えた移動を通 した異質な人々をディアスボラととらえる｡

ヤマ トンチュ-(ナイチヤ-)とよばれる本土出身者もディアスボラ的な性質をもつが､沖縄が日本の一部となっている現

状では国境を越えた移動ではないことから､本稿ではディアスボラとして取 り扱わない｡

2 これまでの沖縄のディアスボラについての研究には､以下のようなものがある｡

筑波大学社会学研究室 『オキナワから地球-- 国家をこえる民際交流の可能性- 』筑波大学社会学類 1986年度調査

報告､1987年｡ (ボガーダス尺度についての言及)

鈴木規之 ･玉城里子 ｢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-(1)｣『琉大法学』第 57号､琉球大

学法文学部法政学科紀要､1996年｡

鈴木規之 ･玉城里子 ｢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-(2)｣『琉大法学』第 58号､琉球大

学法文学部法政学科紀要､1997年｡

仲地 博 ｢反基地と国際化のはぎまで｣駒井 洋 ･渡戸一郎編著 『自治体の外国人政策- 内なる国際化-の取り組み- 』

明石書店､1997年｡

堂前亮平 『沖縄の都市空間』古今書院､1997年｡(イン ド人についての言及)

駒井 洋 (研究代表者)『在 日外国人の価値意識』筑波大学社会科学系､1998年｡(アメリカ人についての言及)

野人直美 ｢石垣島の台湾人一生活史にみる民族関係の変容- (-)｣『人間科学』第 5号､琉球大学法文学部人間科学科

紀要､2000年｡

野人直美 ｢石垣島の台湾人-生活史にみる民族関係の変容- (二)｣『人間科学』第 8号､琉球大学法文学部人間科学科

紀要､2001年O

野人直美 ｢アメラジアンと沖縄社会-ディアスボラから見るホス ト社会としての沖縄-｣西日本社会学会編 『西日本社会

学会年報』No.2､2004年｡
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は､沖縄社会にとって数値以上に大きいものとなっている｡

表 1 外国人登録国籍別人員調査票 (平成 13年 12月末日現在)
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※法務省入国管理局登録課 ｢都道府県別 ･国籍別外国人登録人員｣(平成 13年12月末現在)に基づく｡
(沖縄県庁ホームページ(http://wrw.pref.oklnaWa.】P/led/html/px_data/ex_countj/1ndexhtml)､2004年)

次に自治体ごとの外国人登録者であるが､沖縄本島南部に位置する那覇市 (1601人)､中部の基地周辺である沖縄市

(1151人)および宜野湾市 (978人)の順に多くなっている｡那覇市には中国人が多く､沖縄市､宜野湾市にはアメリ

カ人､フィリピン人が多いO沖縄市のコザを中心とする米軍基地周辺では､Yナンバー (軍人 ･軍属用)の車が日本ナン

バーの車を上回る時間帯 ･場所もあり中部の歓楽街や商店街､ショッピングセンターではアメリカ人の姿が目を引く｡こ

のように登録者数を大きく上回る外国人と共住 しているのがホス ト社会沖縄の現実である｡

表2 福岡入国管理局那覇支局管内 市 ･区別外国人登録者 (平成 12年末現在)

市 .区 総数 相国p.g)群 -,1̂~中国 ブラジルー フィリピン′ ペノレナ 米国 その他

i沖縄県ittIiII∫I1jj1ー 那覇市 1,601 119 841: 37二 194 55 223 132

石川市 122 3 15 60 2 37 5

具志川市 184 ll 19 5 20 37 76 16

宜野湾市 978 67 206 15. 258二 40 262 130

平良市 119 7 14 81 1 9 7

浦添市 547 32 122. 15: 83. 13 92 190

名護市 211 14 69 13 39 5 30 41

糸満市 158 ll 33. 3 43 1 24 43

(法務省入国管理局ホームページ (http'//wwlmm1-mOJ,gO.)P/toukel/t(,urOku/nahahtml)､2004年)

2.対象者の属性
ここで､調査対象者の属性についてふれておこう｡

表 3 日系人/外国人別 と Fl (性別) の舛ス表

日系人/外国人別 F 1 (性別) 合 計男性 女性

日系人 度 数 53 48 101
比率 % 52.5% 47.5% 100.0%

外国人 度 数 34 21 55

比率 % 61.8% 38.2% loo.0%

合 計 度 数 87 69 156

比率 % 55.8% 44.2% 100.0%

まず性別であるが､調査対象となった日系人は男性が 52.5%､女性が 47.5%､外国人は男性が 61.8%､女性が 38.2%

である｡
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表 4 日系人/外国人別 と F2 (年代)のクロス表

日系人/外圧一人別 F2 (年代) 合 計20代以下 30代 40代 50代 60代以上

日系人 度 数 28 28 20 16 88% 100比率 % 28% 28% 20% 16% loo‰

外国人 度 数 13 917.6% 16 815.7% 59.8% 51比率 % 25.5% 31.4% 100.0%

合 計 度 数 41 37 36 24 13 151

比率 % 27.2% 24.5% 23.8% 15.9% 8.6% 100.0%

次に年代であるが､調査対象 となった 日系人は 20代以下が 28.0%､30代が 28.0% とな り､年齢層が上がるにつれて

割合が減少 している｡外国人は､40代の対象者が 31.4% と最 も多 く､20代以下 (25.5%)30代 (17.6%)の順 となっ

ている｡

表 5 日系人/外国人別 と F3 (職業)のクロス表

日系人/外 F3 (職業) 合 計
経営者 一般従業者 公務員 自営業 営業の) 手t己い) 無職 学生 ア′レバイ ト.バー ト その他

日系人 度 数 65.9% 35 11.0% 16 00.0% 65.9% 44.0% 87.9% 16 9臥9% 101比率 % 34.7% 15.8% 15.8% 100.0%

外匡一人 度 数 12 59.1% 23.6% 13 35.5% 47.3% 0.0% 35,5% 59.1% 814.5% 55比率 % 21.8% 23.6% 100.0%
合 計 度 数 18 40 3 29 3 10 4 ll 21 17 156

職業については､ 日系人は一般従業者 34.7%､ 自営業 15.8%､アルバイ ト･パー ト15.8%の順になっているが､外国

人は 自営業 23.6%､経営者 218% となってお り､外国人の社会的地位 は 日系人 よ りも高い｡

表 6 日系人/外国人別 と F4 (聡美内容)のクロス表

日系人/外 F4 (職業内容) 合 計専門技術 経営管理 事務職 版元.サービ if能 .生産工程 農林漁業 その他
同人別 職 脂 ス職 9;煉 l山

日系人 度 数 9ll.5% 67.7% 56.4% 24 16 11.3% 17 78比率 % 30.8% 20.5% 21.8% 100.0%

外国人 度 数 24.3% 612.8% 36.4% 18 00.0% 00.0% 18 47比率 % 38.3% 38.3% 100.0%
合 計 度 数 ll 12 8 42 16 1 35 125

職業内容については 日系人は販売 ･サー ビス職 30.8%､技能 ･生産工程労働職が 20.5% と下層の労働力が多 くを占め

ているのに対 して､外国人は販売 ･サー ビス職 とその他が 38.3%を占め､技能 ･生産工程労働職が全 くない といった際

だった特徴 をみせている｡

表 7 日系人/外国人別 と F5 (出生地)のクロス表

日系人/外国人別 F5 (出生地) 合 計沖縄 日本(沖紬以外o)地場) 外国

日系人 度 数 15 11.0% 83 99比率 % 15.1% 83.8% 100.0%

外国人 度 数 47.5% 00.0% 49 53比率 % 92.4% 100.0%

合 計 度 数 19 1 132 152

出生地については､日系人は 16.1%が沖縄 (15.1% -15人卜 日本 (1,0% -1人)の出生で､83.8%が外国で生まれ

ている｡外国人については､92.4%が外 国で生まれ､7.5%が沖縄 で生まれた 2世であった｡

表 8 日系人/外国人別 とF6 (世代 ･日系人のみ)のクロス表

日系人/外国人別 F6 (世代 .日系人 のみ) 合 計
1世 2世 3世 4世 5世

日系人 度 数 16 37 35 44.3% 11.1% 93比率 % 17.2% 39.8% 37.6% 100,0%

合 計 度 数 16 37 35 4 1 93

調査対象 となった 日系人は､1世 (日本 ･沖縄出身者で外国-の移住後沖縄-戻ってきたケース)が 17.2% (母数が異
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なるため､前項 F5のクロス表の数字 と異なる)､2世 39.8%､3世 37.6%となっている｡

表 9 日系人/外国人別とF7 (国籍)のクロス表

日糾 F7闘 合 計/ウ レ- 7/レtfL ポリヒア 7}d @ ｣[米 Vメリ インド フイリヒ 咽 .ロ 価 オビア二二.ヨー{コツノ＼ 日本恩人別 チン 栄 刀.カナタ) ン′ 港 シア ア

E評人 度 数 :盟 a 4 6 L 2 a 21 21 Q a 0. .i上ヒ奔 :五 103.

タ臥 度 数 L 1L 】L a 1 1 9 9 7 IL 1L ll.上ヒ率 % 32 19. 1m

合 計 度 数 61 3 1 1 1a l 1

日系人の国籍であるが､帰化を した 日本国籍取得者 35.4%を除 くと､ペルー38.5%､アルゼンチン 8.3%､ブラジル

6,3%､ボ リビア 4.2%の順になっている｡帰化 した人のもとの国籍はペルーとブラジルが多くなっている｡外国人の国籍

は牝米 (アメ リカ ･カナダ)32.7%､イン ド19.2%､フィリピン 9.6%､中国 ･台湾 9.6%の順になっている｡フィリピ

ンおよび中国 ･台湾の割合が沖縄の外国人登録者数 と比べて極めて小 さくなっているのは､フィリピン人のほとんどがエ

ンターティナー として入国 しているが､隠れて禁止 されている接客をする場合が多く､昼間外出することが少ないため対

象者にな りにくかったこと､中国 ･台湾の人たちは沖縄の中で外見的に外国人 ととらえにくいためスノーボール ･サンプ

リングの中では対象者 とな りにくかったことが考えられる｡

表 10 日系人/外国人別とF8 (母言責)のクロス表

日弄 /外 F8 (母言吾) 合 計スペイン ボル トガ 日本言吾 英語 中国li (北京脂.広 相.,i-夕ガログ ヒンデイ その他
,{̂同人 別 請 ル措 ム甫 PT<iーう 言吾 指

日系人 度 数 68 55.3 14 33.2 22.1 22.1 00.0 00.0 94比率 % 72.3 14.9 100.0
外国人 度 数 3 1 1 22 8 5 8 5 53

比 率 % 5.7 1.9 1_9 41.5 15,I 9,4 15.1 9_4 100,0
合 計 度 数 71 6 15 25 10 7 8 5 147

比 率 % 48.3 4.I 10,2 17_0 6.8 4,8 5.4 3.4 100,0

母語については､日系人の 14.9%は 1世であるため日本語 (ウチナ-グチ)である｡2世以下ではスペイン語が 72.3%､

ポル トガル語 5.3%となっている｡外国人では､英語 41.5%､中国語 (地域の言語を含む)15.1%､ヒンディ語 (イン ド

系)15.1%､タガログ語 (フィリピン系)9.4% となっている｡

表11 日系人/外国人別とF9 (日本語会話能力)のクロス表

日系人/外 F9 (日本語会話能力) 合 計話せる 大体話せる あまり話せ まったく話国人別 ない せない

日系人 度 数 54 30 16 11.0 101比率 % 53.5 29.7 15.8 100.0

外国人 度 数 19 28 59.3 23.7 54比率 % 35.2 51.9 100.0

合 計 度 数 73 58 21 3 155

日系人の 日本語会話能力は､話せ る53.5%､大体話せる29.7%､あま り話せない15.8%と話せる人 とあま り話せない人

の幅があるのに対 し､外国人の場合は大体話せ る51.9%と中位に集中しているoLか し､日系人 ･外国人 とも漢字の読み

書き能力は低 く､日系人が外国人の能力を若干上回るものの20%は漢字を全 く読み書きできず30%はあま り読み書きでき

ない｡

表12 日系人/外国人別 とF12 (宗教)のクロス表

日系人/外圧l人別 Fl2(宗教) 合 計キ リス ト教プロテスタン ト キ リス ト故カ トリック イスラム教 仏教 ヒンドゥー教 ユダヤ教 その他 特になし
日系人 度 数 5 57 1 9 0 l 8 15 96

比率 % 5,2 59,4 1.0 9.4 0.0 1,0 8.3 15.6 100.0
外国人 度 数 10 ll 0 5 10 0 4 12 52

比率 % 19.2 21,2 0,0 9,6 19_2 0,0 7.7 23.1 100.0
合 計 度 数 15 68 1 14 10 1 12 27 148

日系人はラテンアメ リカか らの帰国者が多いため､キ リス ト教カ トリックが59.4%と集中 している｡また外国人はキリ

ス ト教カ トリック､プロテスタン ト､ ヒン ドゥー教がいずれ も20%前後である.
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表 13 日系人/外国人別 とF14 (最終学歴)のクロス表

LtJ人別 F14 (最終学歴) 合 計小学校 中学校 高校 専門学校 芋FF7C含む) その他

日系人 度 数 33.2 20 25 18 27 22.1 95比率 % 21.1 26.3 18.9 28.4 100.0

外国人 度 数 I2.4 12.4 716.7 49,5 28 12.4 42比率 % 66.7 100,0

合 計 度 数 4 21 32 22 55 3 137

学歴については外国人の 66.7%が大学 レベルの教育を受けているのに対 して､ 日系人は 28.4%に とどま り､/ト卒､中

卒の割合 も高い｡ この よ うに､学歴 には大きな差がある｡

表 14 日系人/外国人別 と F14 (変化歴)のクロス表

口系人/外圧一人別 F14(変化歴)あり なし 合 計

日系人 度 数 34 61 95
比率 % 35.8 64.2 100.0

外国人 度 数 821.1 30 38比率 % 78.9 loo.0

合 計 度 数 42 91 133
比率 % 31.6 68.4 100.0

そ して､移動の中で国境 を越 えた転校または進学を､ 日系人では 35.8%､外国人では 21.1%が経験 している｡

表 15 日系人/外国人別 と F16 (家族構成)のクロス表

日系人/外国人別 F16 (家族構成) 合 計ひとり 夫婦のみ どbの2世代 夫婦と既婚のチビt,の2世代 や祖父母､息など) 友人 .知人 その他

日系人 度 数 14 77.1 40 11.0 12 10 14 98比率 % 14.3 40.8 12.2 10.2 14.3 loo.0

外国人 度 数 918.0 ll 15 48.0 36.0 48.0 48.0 50比率 % 22.0 30.0 100.0

合 計 度 数 23 18 55 5 15 14 18 148

日系人は夫婦 と未婚の子供 の 2世代が 40.8%､単身 14.3%､3世代同居 12.2%の順 となっているのに対 し､外国人は

未婚の子供の 2世代が 30.0%､夫婦のみ 22.0%､単身 18.0%の順 となっている｡ 日系人の場合は トー トーメ- (位牌)

の問題か ら親である 1世 を呼び寄せた祖父母の世代 との同居が多いのが特徴である｡

表 16 日系人/外国人別とF17(居住地域)のクロス表

日系人/外ー司人別 F17 (居住地域) 合 計北部 中部 南部

日系人 度 数 44.1 65 28 100比率 % 67.0 28.9 48.0

外国人 度 数 00.0 40 816.7 100比率 % 83.3 145.0

合 計 度 数 4 105 36 100

調査対象 となった 日系人の 67.0%が中部に､28.9%が那覇のある南部に居住 している｡北部に 4.1%が居住 しているよ

うに､1世の出身地 に戻 るケースも多いO-方､外国人の 83.3% は コザがあ り､また基地の多い中部に居住 しているのが

目立つ｡

表 17 日系人/外国人別 と F18 (居住形態)のクロス表

日系人/外国人別 F18 (居住形態) 合 計
一戸建て 社宅 .育 その他
持ち家 ト､賃貸マンLj=> 舎など 友人の家で同局)

日系人 度 数 31 57 00.0 22.0 88.2 98比率 % 31.6 58.2 100.0

外国人 度 数 17 31 23.8 00.0 23.8 52比率 % 32.7 59.6 100.0

合 計 度 数 48 88 2 2 10 150
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住居形態については､日系人 ･外国人ともに大きな差はなく､借家 ･アパー ト･賃貸マンションがともに 60%弱､一

戸建て持ち家が 30%強である｡ 日系人と外国人には､前項で論 じたように経済的格差があるが､日系人の場合は 1世の

実家に居住することも多いため､一戸建て持ち家との回答が多くなっていると思われる｡

表 18 日系人/外国人別とF19(個人所得 ･年間)のクロス表

日系人/外 F19(個人所得 .年間) 合 計200万 円未満 200万円以上～400万 400万円以上-.600万 600万円以上～800万 800万円以上.～1000万 1000万 円以上～
国人別 円未満 円未満 円未満 円未満

日系人 度 数 34 17 34.9 46.6 00.0 34.9 61比率 % 55.7 27.9 100.0

外国人 度 数 12 722.6 13.2 00.0 13.2 10 31比率 % 38.7 32.3 100.0
合 計 度 数 46 24 4 4 1 13 92

対象者の年間個人所得であるが､日系人の 55.7%が無職を含めた 200万円未満､200万円以上 400万円未満の 27.9%

を加えると80%以上が 400万円未満の所得である｡これに対 して､外国人は 400万円以上の所得者が 40%おり､その

うち 1,000万円以上の高所得者が 32.3%もいる｡ 日系人と外国人では所得に大きな開きがある｡

以上が対象者の属性であるが､ディアスボラという一つのカテゴリーで捉えている日系人､外国人もかなり多様であり､

とりわけ､日系人 ･外国人の大きな差異､またそれぞれの中での差異があることがここでの分析から明らかになった｡し

か し､日系人､外国人とも基地を中心とする中部に集中し生活圏をお互いに共有するという関係性にあるO外国人は､第

2次世界大戦後の占領 ･統治をきっかけとして来沖 ･定住 したアメリカ人､軍人 ･軍属として来沖 ･定住 したイン ド人や

フィリピン人など基地との関係が非常に強い｡フィリピン人は､戦後まもなく軍人や軍属として東沖 ･定住 したパターン

と 1980年代以降エンターテイナーとして来沖 ･居住 しているパターン (基本的には半年で入れ替わる)の 2つがある｡

そして彼 らのほとんどが沖縄市､宜野湾市などの中部に居住 している(フィリピン人エンターテイナーは金武町にも多い)｡

これに対 し､中国人 ･台湾人は那覇を中心とした地域に居住 し貿易､商業などに従事している場合が多い｡日系人は､1970

年代よりブラジルからの､1980年代にはペルーからの帰国者が出始めたが､帰国直後は言語の問題から基地周辺に居住

し､米軍相手のレス トランやバー､ショップ (ス-ベニア)などで最初の職を見つけるのが典型的である｡基地内労働者

として働 く者もいる.現在では､北谷町のフリーマーケットに出店する日系人も多く､米軍人を顧客にしている場合が多

くなっている｡このように､日系人 ･外国人は多様であるが､沖縄社会をどのようにまなざし､どのように関係を結んで

いるのかを次に分析 しよう｡

3.日系人､外国人の状況とホス ト社会沖縄との関係

3-1.沖縄社会-のまなざし
まず 日系人 ･外国人の沖縄社会-のまなざしをみてみよう｡意識の上では日系人 ･外国人ともホス ト社会沖縄に肯定的

である｡親 しみ､住みやすさ､近隣と馴汲んでいる､沖縄が好き､住み続けたいといった意識が単純集計でもみてとれるD

しか し､現実には､ホス ト社会沖縄 との関係において問題が多い｡量的調査からも､沖縄生活の中での不都合な点につ

いては言葉の問題(37.1%)の次に､習慣が違 う(25.2%)､価値観が違 う(19.9%)､国籍の違いを問題にされた(17.9%)､人

間関係(ll.3%)などが回答されてお り､-ビトクスをめぐる乱按が生 じていることがわかる｡次に日系人 ･外国人である

ために沖縄の人との間で トラブルがあったときに不利だと思 うことがあるかとの問いには､6.4%がよくある､39.5%が

ときどきあると回答 してお り､表面には出てこない意識の上での問題が析出できるO質的調査からもホス ト社会沖縄に対

するネガティブな表象が頻出する｡このようなギャップの理由としては､沖縄に住んでいることを対象者が総体として肯

定的に捉えたいこと､ホス ト社会 ･沖縄の側からの調査であること､またサンプリングの方式から沖縄社会に適応 してい

る人に調査票が渡 りがちであり､回答も適応 している人から返ってきがちであることが考えられる｡

3-2.文化変容
日系人 (2世以降)･外国人ともに､出身国の料理を食べ､イベン トや行事に参加､エスニックレス トラン-行くなど､

文化を変容 しつつも維持する傾向が見られるOそして､エイサーや琉舞､三線など沖縄文化-の関心を示 し､日系人の場

合は､それらに加えて トー トーメ--の関心が高いo調査対象の日系人の 73.7%が トー トーメ一に関わる行事 (清明祭､

お盆､十六日祭)に参加 し､62.5%が トー トーメ-の継承に関心があると答えている｡

3-3.エスニック組織 ･親族組織
ここではエスニック組織や親族組織について論 じるo日系人では､エスニック組織に対 しては上の世代ほど､はっきり

とした所属意識､実感があるO表 19に示すように､50代以上では 50%以上が所属 しているが､40代では 31,6%､30

代では 25.9%､20代では 14,3%となっている｡エスニック組織とともに､親族組織も若い世代ほどそのネットワーキン

グは機能 しなくなる｡日系人にとって親族ネ ットワーク (日系人)は帰国初期のみに有効であるが､その後はエスニック･

ネ ットワーク､職場でのネ ットワーク (職を求めるまでは友人のネ ットワーク)が重要となるO次に外国人であるが､ア

メリカ人は基地を中心とした堅牢な関係性を築いている｡そして､イン ド､フィリピン､台湾などは各エスニックごとに

組織を持ち､関係性は強いO
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表 19 年代 と 問 16(エスニック組椎への帰属) のクロス表

日系人年 代 問16 合 計
所属 してい 所属 してい
ら ない

20代以 下 度 数 4 17 7 28
比率 % 14.3 60.7 25.0 100.0

30代 度 数 7 17 3 27
比率 % 25.9 63.0 ll.1 loo.0

40代 度 数 631.6 ll 210.5 19比率 % 57.9 100.0

50代 度 数 960.0 640.0 00.0 15比率 % 100,0

60代以上 度 数 457.1 342.9 00.0 7100.0比率 %

合 計 度 数 30 54 12 96

3-4.沖縄社会-の違和感
まず､外国人であるが､国籍が違 うこと､国籍や言語の問題から住居が借 りられない､保証人が見つからない､高い家

賃を請求されるなどの問題で､被差別感を感 じる人もいるD-方､日系人は ｢習慣 ･価値観｣の違いにおいて､沖縄に違

和感を感 じているOそこには､同じウチナンチュ-､日本人なのにという日系人の思い (44.1%がウチナンチュ一､9.0%
が日本人とのアイデンティティを持つ)がある｡彼 らの多くは､出身国の日系社会で日本人あるいはウチナンチュ-とし

て育てられたという経験がある｡しかし､知らず しらずのうちに出身国のハ ビトクスが身についていた｡ところが､沖縄

社会ではその顔つきや名字から沖縄育ちのウチナンチュー (日本人)と変わらないようなふるまいを期待されるため､日

本語の能力や出身国で身についたハビトクスが問題とされる｡そして､住居の選択､近所づきあい､教育､仕事 (特に雇

用面)など､様々な場面での日系人の人々のホス ト社会への入 り込みにくさが実感され､大きな違和感を持つのである｡

特に､職場では､日系人の64.6%が違和感 ･不都合を感 じ､中でも言葉 (29.3%)､習慣 (16.2%)､価値観 (16.2%)の

順で違和感が強くなっている｡

3-5.多文化な場としての基地の容認
沖縄におけるディアスボラを論じる際に､基地との関係を論 じる必要があるのはいうまでもない｡日系人 ･外国人の基

地への意識を問うたものが以下の表である｡

表 20 日系人/外国人別と問49(基地との関係)のクロス表

日系人/外国人別 問 49 合 計
賛成 どちらか といえば甘成 どちらか といえば反対 反対 特に関心がない

日系人 度 数 14 31 18 15 19 97
比率 % 14.4 32.0 18.6 15.5 19.6 100.0

外国人 度 数 30 713.0 6ll.1 59.3 6ll.1 54比率 % 55,6 100.0
合 計 度 数 44 38 24 20 25 151

外国人は 55.6%が基地の存在に賛成､13.0%がどちらかといえば賛成となっているのに対 し､日系人は賛成 14.4%､

どちらかといえば賛成 32.0%と外国人の方が賛成の割合が多い｡賛成の理由としては､外国人､日系人とも沖縄の経済

の活性化の重要性を 1位に挙げているが､2位では外国人はアジア ･世界との国際関係の重視を､日系人は文化の多様化

を挙げているOペルー出身者のミュージシャン A も､基地の存在がなければ自分たち日系人は存在できないとして､経

済の一つの中心として､また多様な文化の場としての基地の存在を容認 していた｡

3-6.観光-の関心
沖縄に存在するアメリカ文化は､コザ (沖縄市)など中部地域のアメリカ的雰囲気やステーキハウス､アメリカ直輸入

の菓子などがすでに観光資源の一つとなっている｡職を見つけるのが難 しい日系人にとってその文化を観光資源 とするこ

とが入 り込み戦略となるにもかかわらず､｢ラテンアメリカ村｣のような構想はなかなか実現の方向にいかない｡ 日系人

の文化は､サルサバー､丸焼きチキンをメインとするペルー料理､フェイジョア-ダをメインとするブラジル料理､そし

てフリーマーケットに散見される屋台料理など､観光の資源となる潜在性は高いo 日系人の人々の意識も 50%以上が自

文化を沖縄観光と結びつけたいと考えている｡その傾向はペルー､ボリビアから帰国した日系人に強い｡

3-7.入り込み戦略としての言語の重要性
定住のための日本語教育と､日本語が母語でない場合の求職の際のアファーマテイブ ･アクションが､外国人 ･日系人

には必要となってくる｡ディアスボラの人びとにとって言葉は大きな不都合 (37.1%)だが､沖縄で学校教育を受けた人

ではさらにそ う感 じる割合が高まる｡そして 45.6%が就学時に特別扱いをしてもらったと答えているが､その場合でち

大きな緊張を伴 う場合が多くなっている｡言語の問題は､定住を希望する人においては日本語を習得 していく中で徐々に

ではあるが角射肖の方向に向か う場合が多い｡しかし､日本語が 100%できないと雇用されない職種も多く､ディアスボラ

の人びとにとっては職種の限定につながる｡一方､定住を希望しない外国人 ･日系人のためのホス ト社会の多言語 ･多文

化政策の必要性は大きいO日本語の問題から､自治体のサービスやサポー トシステムの利用が難 しいのであるO英語のマ
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ニュアルがあっても､担当者 と意思の疎通ができない､スペイン語のマニュアルがないなどの事例があった｡そこで､日

本語をある程度修得 した日系人､外国人を自治体に積極的に登用すべきであろう｡

3-8.沖縄社会の入 り込みにくさ3

ホス ト社会沖縄は､日系人にとって地縁 ･血縁関係をもとにしたアジ-ル (避難所)にはなり得ていない (期待 してい

た心の安定がもたらされない)｡それは､地縁 ･血縁関係を重視 していた沖縄社会の変動が大きく反映 していると思われ

る｡そ して､子女に関しては､日本語の問題や､ラテンアメリカ文化の社会的活用の難 しさが職業選択の不自由さにつな

がっているのである｡

定住外国人にとっても沖縄は決 して入 り込みやすい場とはいえない｡まず､短期の滞在では､言語の問題で排除される｡

そして長期滞在の場合の問題 としては､外国人であることで職種が限定される｡とりわけ､経済的な環境の悪さや社会の

同質性が沖縄の問題である｡たとえば､フィリピン ･イン ドなどの 1世は､第 2次世界大戦直後に米軍基地との関係で

沖縄に移住 した｡そして沖縄で生まれた子女は､日本語 ･英語とも問題ない場合が多いが､外国人として扱われるがゆえ

に職種が限定されるO親の仕事を継承 しない場合は､日本本土や外国に職を求めていく場合も多い0

3-9,沖縄の日系人､外国人の特徴
日系人が本土では定住 しない傾向が強く出稼ぎとして来る場合が多いが､沖縄では定住する傾向が強い｡その原因は､

トー トーメ-の継承の問題や帰国時は血縁関係で呼び寄せ られるという沖縄社会の親族構造の特質､そして出稼ぎの労働

市場がないとい う経済的状況のためである｡沖縄に一時的にいるだけでは稼げないため､一部は本土-移動 して出稼ぎを

する日系人や､沖縄出身でありつつも日本本土-直接出稼ぎに来る場合も多いのである｡

沖縄における非正規労働者および資格外就労者は､おもにフィリピン人女性 (エンターテイナーが接客をしたり､オー

バーステイをする)と中国人である｡本土に多い偽装 日系人は､偽装までして沖縄に来る経済的メリットがないために､

ほぼいないのが現状である｡

おわりに
本稿では､沖縄に定住するディアスボラの人々を主に調査 し､関連するアソシエーションや自治体のセクション等にも

聞き取 りを行ったOその結果､ディアスボラである日系人､外国人の多様性や沖縄社会-の入 り込みにくさが明らかにな

った｡今後は､ディアスボラの人々を沖縄社会の側がどのようにまなざし､受け入れているか､換言すれば ｢イチヤリバ

チョ-デー｣に表象される､外来の者にとって親 しみやすい (入 り込みやすい)社会だとする沖縄側の認識の妥当性を検

証するためにホス ト社会の沖縄の側の調査研究が必要である｡

3沖縄は日系人 ･外国人が入 り込みやすいと一般には思われている｡たとえば外国人-の偏見を表すボガ-タス尺度を用

いた筑波大学社会学研究室(1987年)の研究では､日本本土に比べて外国人-の偏見は小さくなっている｡ しかし､沖縄

の リアリティはこのような偏見の尺度 とは関係なく他者の入 り込みにくさが表出しやすい｡
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