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第3章 沖縄社会における異質性をめぐる葛藤と入り込み

- 沖縄県におけるディアスボラの意識調査から-
崎演佳代

1.はじめに

グローバル化の時代といわれる昨今であるが､沖縄県には､外国人登録をしている住民が総数 7841人いる｡そのなか

で､もっとも多いのは米国人で 24.2%､次が中国人で 24.1%､その次がフィリピン人で 20.5%となっていi l｡また､

沖縄県は､1899年 (明治 32)から第二次大戦後の 1960年前後まで､他都道府県に比 して､人口比にして圧倒的な割合

で移民を排出してお り2､その子孫が来 日､県内に定住するケースも珍しくはない｡そのほか､外国人登録者数では把握

されない帰化者も含め､いまや沖縄社会には少なくない数のディアスボラが県民として生活 しているといえるだろう｡そ

こでは､客人として迎え､また滞在するのとは異なり､いかに勝手の異なる他者と関係を築き､またホス ト社会に入 り込

んでゆくかという､異質性をめぐる葛藤や ｢入 り込み｣の問題がある0

本論文では､異質性をめぐる葛藤のうち､異質なマイノリティであるディアスボラの主体性の発揮をめぐって展開され

ている問題を念頭に置いて分析 している｡｢主体性の発揮｣が異質な他者との関わりをめぐる問題の中に位置づけられる

のは､特に越境者にとってそれが他者 (越境 して入ってきた共同休のもともとの成員)と関わらずには達成できないこと

だからである｡個人が主体性を発揮 し､自分の認識をもとにした判断を生かし､自分の能力を生かして自分の発想を実現

し､ニーズを満たすには､相応の物資や設備､場所､時間といった資源が不可欠であるOそれ らを手に入れるには､他者

との交渉なしではすまない｡主体化の欲望を達成するのにはその個人が一人でがんばるだけではだめで､どうしても周 り

に-他者に付き合ってもらわなくてはならないのだ｡もうひとつ挙げた ｢入 り込み｣は､先述のような異質性をめぐる資

源分配問題の解決として目指される｡生活､活動をスムーズに動かすための社会的資源 (モノ､サービス､承認など)を

ほぼ自由に調達できる状態､すなわちそれ らの資源が流通 している社会関係-の参加が成功 している状態が ｢入 り込んで

いる｣状態だと言えるだろう3｡

主体性を発揮するときに､また主体性を発揮するための資源を調えられる社会関係に入 り込むときに問題になるのが､

社会的信用の多寡である｡社会的信用 とは､その人の主張の信頼性を高めて見せたり､考慮 しなければならないような重

みをつけるもののことだが､実際､数々の属性差別が問題にされる中で､その属性を持つ人が主体性を発揮することを妨

げる要因の一つとして､不当に社会的信用を少なく分配されているという指摘は多くなされているo｢他者のある世界｣

では､社会的信用は､主体化の欲望の達成のため他者に自分の世界に付き合わせる力をもたらすものとして必要とされて

いるのである｡

上のような問題認識のもと､本論文では､沖縄に定住するディアスボラの住民 (外国人と日系人)への調査を実施 し､

その結果から､①外から来た住民 (外国人と日系人)の入 り込み-信用獲得戦略へ注目し､彼らの沖縄社会への入 り込み

の在 りようをとお して沖縄における多文化共生の実態を把握すること､②沖縄社会の信用分配の仕方はどのようなものか､

以上の二点について論 じることを目的として分析を行った｡

2.沖縄におけるディアスボラの調査結果

2-1.調査の概要
調査は､アンケー ト調査とインタビュー調査の二回に分けて行った.2002年の 8月から 12月にかけて行われたアン

ケー ト調査では､沖縄県内に在住する外国人 ･日系人住民に､それぞれのエスニックにより設立している協会を通じて連

絡を取ったり､直接彼 らの経営する店を訪ねて依頼する､また､外国人のよく来る店で配布するなど､スノーボール ･サ

ンプリングに近い形で対象者を求めた｡最終的には､年代､ジェンダー､エスニシティともバランスの取れた形で合計

157の有効回答が得られた (表 1､2､3)0

1h_ttp=//www.lmmi一moi.go.jp/toukei/index.html(法務省入国管理局登録課 『登録外国人統計調査 (届出統計)』､2004年
当時)｡

2石川友紀 『日本移民の地理学的研究一沖縄 ･広島 ･山ロー』橋樹書林､1997参照｡

3越境がなされ､移住者 とホス トが種々の資源の獲得を目指 しながら接触するときにどんな戦略が用いられるかを論 じた

ものに､WalterL.Wallace,THEFUTLLREOFETHMCTTY兄4CE,ANDNATJONAL/TY1997.(W.L.ワラス著､水

上徹男 ･渡戸一郎訳 『MINERVA社会学叢書 22 エスニシティ･人種 ･ナショナリティのゆくえ』ミネルヴァ書房､2003)
がある｡そこでは､資源獲得のための戦略は､勝つべき正当性があるとして遂行者に心理的な利益を与える文化構造戦略

(偏見､差別､ナショナ リズムなど)､前者とは違い､物理的に行われる社会構造戦略､移住者 ･ホス トの両集団や､競

合するほかの集団間の関係性に働きかける連合戦略の 3つに分類されている｡基本的にこれ らの戦略は移住者 ･ホス ト

の双方に共通 して用いられるものとしている｡それによると､移住者たちが､すでに満たされ､構造化されたホス ト社会

の逮合 (Coalition)のニッチに参入 しようとすると､パイの防衛のために舷められ､ジェノサイ ドから消費市場の分裂ま

でさまざまな方法で排除されるか､もしくは共通の敵に向かう共同者として受け入れられる0本研究はこれらの過程のう

ちでは､移住者がすでにあるホス ト社会の連合に入 り込むときの実態ならびに戦略に着目するものだと位置づけられる｡
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表 1

度数 八〇一セント 有効ハ〇一セント 累積ハ〇一セント
有効 20代以下 41 26.1 27.2 27.2

30代 37 23.6 24.5 51.7

40代 36 22.9 23.8 75.5

50代 24 15.3 15.9 91.4

60代以上 13 8.3 8.6 100.0

合計 151 96.2 100.0

欠損値 無回答 6 3.8

合計 157 100.0

度数 八〇一セント 有効八〇一セント 累積八〇一セント
有効 男性 87 55.4 55.8 55.8

女性 69 43.9 44.2 100.0

合計 156 99.4 100.0

欠損値 無回答 1 .6

度数 八〇一セント 有効八〇一セント 累積ハO-セント
有効 ペルー 37 23.6 25.0 25.0

アルゼンチン 9 5.7 6.1 31.1

ボリビア 5 3.2 3.4 34.5

ブラジル 7 4.5 4.7 39.2

その他南米 1 .6 .7 39.9

北米(アメリカ.カナダ). 19 12.1 12.8 52.7

インド 10 6.4 6.8 59.5

フィリピン 7 4.5 4.7 64.2

中国.台湾 7 4.5 4.7 68.9

その他アジア 4 2,5 2.7 71.6

オセアニア 1 .6 .7 72.3

ヨーロッパ 1 .6 .7 73.0

日本 40 25.5 27.0 100.0

合計 148 94.3 100.0

欠損値 無回答 9 5.7

合計 157 100.0

また､インタビュー調査では 2002年の 12月から2003年の 4月にかけて､先のアンケー ト調査でインタビュー調査

に応 じてもよいとしてくれた対象者の中から､エスニシティ､年代､ジェンダーのバランスを考慮 して 13人を選び､調

査を行った｡その結果からは､彼 らの戦略の傾向や､そこに映しこまれた沖縄社会の在 りようが読み取られる｡以下で詳

細に見てゆこう｡

2-2.調査結果データの分析
前項で述べたとお り､この研究の目的は①沖縄における多文化共生の実態を､外から来た住民 (外国人と日系人)の入

り込み -信用頒得戦略に視点を置いて調査し､その結果から②沖縄社会の信用分配の仕方を明らかにすることである｡た

だ､研究のキーワー ドとなる ｢入 り込み｣｢信用｣であるが､分析に際しては漠然としすぎるので､直接読み取ることが

できる言葉で整理 しておこう｡

｢信用｣については､研究のねらいから､｢ホス ト社会である沖縄の人々との対立時の､話の通 しやすさ｣｢対立時の有

利さ｣として具体化するoこの項 目は一次調査で取 り上げており､この調査から､外国人 .日系人住民全休について トラ
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ブル経験を中心とした沖縄社会での実態とその状況に対する意識を読み取ることとする｡

また､｢入 り込み｣について見るにあたり､分析の段階では､社会関係-の参加一居場所の獲得を､沖縄社会における

自己の位置づけの確立､地位の達成-の捉え方や展望を通 してみてゆくこととする｡具体的には､一次調査から全休の沖

縄社会-の関わりの傾向を確認 し､社会関係-の参加については二次調査のデータを中心に見る｡

a.トラブルの実態 (一次調査より)

1次調査では､ トラブルの実態を見る項目として ｢Q6.沖縄生活の不都合｣､｢Q9.就労時の不都合｣､｢Q12.住居を借 り

る際の不都合｣､｢QIO｣圭みやすさについて｣の4つの質問-の回答に注目した (数字は､質問紙内での質問番号)｡これ

らと ｢Q7.トラブル時の不利感 (質問文 ｢沖縄の人との間で､ トラブルに巻き込まれたとき､あるいは､重要な話をしな

くてはならないとき､外国人/ 日系人であることで不利だと思 うことはありますか｣)｣を併せて外国人や 日系人の住民に
とっての沖縄社会の実態を見てみたい｡

｢Q6沖縄生活の不都合｣については複数回答とした｡全体では､最も多く選択されたのが ｢言葉｣(37.1%)､次が ｢習

慣の違い｣(25.2%)､｢価値観の違い｣(19.9%)､となっている｡｢仕事｣や ｢物価｣､｢教育｣､｢信仰｣といった項目は 1

割か､それに満たない程度であり､ミクロな関係性の上での問題がより強く意識されていることがわかる (表 4)0
表 4

カテゴリ 回答数 有効パーセント

国籍の違い 27 17.9

信仰 .宗教 14 9.3

言葉 56 37.1

気候 8 5.3

仕事(職業) 10 6.6

人間関係 17 ll.3

学校 .教育 8 5.3

習慣の違い 38 25.2

価値観の違い 30 19.9

物価が高い 16 10.6

その他 17 ll.3

不都合を感じていない 23 15.2

無回答 6､有効ケース 151

｢Q9就労時の不都合｣については､9つの選択肢の中から当てはまるものすべてを選択 してもらった｡全体では､｢不

都合 ･違和感を感 じない｣との回答が最も多く､ケース数に対 して 34.4%を占める｡不都合 ･違和感の中では､言葉の

面でとの回答が最も多く (29.2%)､次が ｢価値観の違い｣(15.6%)､｢習慣の違い｣(14.3%)となっている｡｢国籍 ･民

族に対する差別｣､｢人間関係｣は 1割程度であった (表 5)｡7割近くの外来住民が就労に関する何らかの困難に直面し

ている一方で､その多くは､この問題を偏見や排除を伴った構造的な問題 (ェスニシティ差別問題)とは捉えていないよ

うである｡

表 5

カテゴリ 回香数 有効パーセント

賃金面 12 7.8

人間関係 16 10.4

国籍 .民族に対する差別 15 9.7

言葉 45 29.2

信仰 .宗教 5 3.2

習慣 の違い 22 ー4.3

価値観の違い 24 15.6

不都合 .違和感を感じない 53 34.4

その他 9 5.8

無回答 3､有効ケース 154

｢Q12住居を借 りる際の不都合｣は複数回答の項 目である｡全体では､自由回答 (48.2%)を除くと､｢保証人を探す

のが困難だった｣(20･0%)､咽 籍 ･民族を理由に断られた｣(15.3%)､｢家賃を割高で要求された｣(15.3%)､｢言葉が
通 じず苦労 した｣(10.6%)といったものが挙がっている (表 6)｡
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表 6

カテゴリ 回答数 有効パーセント

国籍 .民族を理由に断られた 13 15.3

言葉が通じず苦労した 9 10.6

保証人を探すのが困難だった 17 20.0

条件の悪い物件を紹介された 1 1.2

家賃を割高で要求された 13 15.3

その他 41 48.2

合計 94 110,6

無回答 ･非該当(自由回答含む)73､ 有効ケース 84

｢QIO住みやすさ｣については､全体の93.3%が ｢住みやすい｣と回答した｡｢住みにくい｣との回答は､10人 (6.7%)

である (表 7)｡その理由 (QIO･1､10･2､いずれも複数回答)については､｢住みやすい｣理由で最も多いのは ｢生活に
便利｣(59.1%)､次が ｢近隣関係になじみやすい｣(34.1%)である｡外来住民としての立場の映し出されたものは ｢日

系人/外国人のニーズにあっている｣(12.1%)､｢日系人/外国人が多い｣(17.4%)と､いずれも2割以下となっている

(表 8)｡｢住みにくい｣理由については､自由回答を除いては､｢生活に不便｣､｢近隣関係になじみにくい｣､｢日系人 ･

外国人が少ない｣､｢行政のサービスが充実していない｣といった回答が挙がっている (表 9)｡全体に外来住民としてよ

りも､生活者としての立場が前面に出た回答である｡

表 7

間10

度数 八〇一セント 有効八〇一セント 累積ハ〇一セント
有効 住みやすい 139 88.5 93,3 93.3

住みにくい 10 6.4 6.7 100,0

合計 149 94,9 100.0

欠損値 無回答 8 5.1

合計 157 100.0

カテゴリ 回答数 有効パーセント

日系人/外国人のニーズに合っているから 16 12.1

行政のサービスが充実しているから 12 9.1

生活に便利 7823 59.117.4

(交通､買い物､学校 .職場に近いなど○)

日系人/外国人が多いから

日系人/外国人が少ないから 5 3.8

近隣関係になじみやすいから 45 34.1

その他 8 6.1

無回答･非該当 25､有効ケース 132

表 9

カテゴリ 回答数 有効パーセント

生活に不便 21 22.2ll.1
(交通､買い物､学校 .職場から遠いなどo)

戸系人/外国人が少ないから

近隣関係になじみにくいから 2 22.2

その他 6 66.7

無回答･非該当 148､有効ケース 9

｢Q7トラブル時の不利感｣は地元の人との間に トラブルが起こったときに外国人/日系人であることで不利になって

いると感 じるかを4段階で尋ねた項目である｡全体では ｢ときどきある｣が41.1%､｢ほとんどない｣が29.1%となって
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お り､少なくない外来住民が不利だと感 じる経験を持つことがわかる (表 10 )0

さらに ｢よくある｣｢ときどきある｣と回答 した人に､不利の原因だと思 うものを尋ねた Q7-1では､最も多く選択さ

れたのは ｢日本語が上手でないため､うまく考えが伝わらない｣(38.6%)､次が ｢文化の違いのため｣(32.9%)であり､

外から来た者-の偏見､信用のなさを挙げたのは 2割ほどであった (表 11)｡

ll-LO

間7

度数 ハ8-セント 有効八〇一セント 累積八〇一セント
有効 よくある 10 6.4 6.6 6.6

ときどきある 62 39.5 41.1 47.7

あまりない 35 22.3 23.2 70.9

ほとんどない 44 28.0 29.1 loo.0

合計 151 96.2 100.0

欠損値 無回答 6 3.8

合計 157 100.0

度数 八〇一セント 有効ハ〇一セント 累積八〇一セント

有効 日本語が上手でないため考えが伝わらない 27 17.2 38.6 38.6

沖縄の人に､外からきた人への偏見があり信用されない 16 10.2 22.9 61.4

文化の違いのため 23 14.6 32.9 94.3

その他 4 2.5 5.7 100.0

合計 70 44.6 100.0

欠損 非該当 85 54.1

値 無回答 2 1.3

合計 87 55.4

以上の結果をまとめる｡実際の不都合を問う項 目 (Q6､Q7､Q9､Q12)では半数程度が不都合を感 じているという結

果が出ている｡ここでは､回答を見る限りディアスボラとしてよりも生活者としての視点が強い｡しかし､特に トラブル

について限定 して尋ねた項 目では､言葉や､価値観 ･習慣の違いが原因として捉えられてお り､ディアスボラであること

でのギャップや トラブルが存在することが うかがえる｡

b.沖縄社会 とのかかわり (一次調査より)

次に沖縄社会との関わりを見てゆこう｡1次調査では､｢Ql.沖縄の友人の有無｣と ｢Q4沖縄社会と最も関わる場所｣

に注目した｡ ｢Ql沖縄の友人の有無｣では､全体では､沖縄の友人のいる人が 91.9%､｢いない｣との回答はわずか 11

人 (7.4%)であり､多くがプライベー トで沖縄社会と関わる機会があることがわかる (表 12)｡表 12

間1

度数 八〇一セント 有効八〇一セント 累積八〇一セント
有効 いる 144 91.7 92.3 92.3

いない 12 7.6 7.7 100.0

合計 156 99.4 100.0

欠損値 無回答 1 .6

｢Q4沖縄社会と最も関わる場所｣は複数回答であるD全体では､｢職場｣(54.6%)が最も多く､以下､｢友人 ･知人｣

(35.5%)､｢親戚｣(23.0%) と続 く｡地域コミュニティ (自治体､地域の祭 りや行事)や学校 といった接点は一割程度

しか選択されていない｡外国人や 日系人の住民が､ビジネス上の協働者として､友人として､親戚としてといった三点で

沖縄社会の関係性の中-組み込まれていることがうかがえる (表 13)0
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表 13

カテゴリ 回答数 有効パ｣セント

自治会 13 8.6

地域の祭 りや行事 21 13.8

学校 15 9.9

職場 83 54.6

友人 .知人 54 35.5

親戚 35 23.0

その他 3 2.0

無回答 5､有効ケース 152

全体の傾向としては､ディアスボラ住民が対面的に沖縄社会に組み込まれるのは､職場関係 ･友人関係 ･親戚関係の中

でである｡これ らは､入 り込み戦略のとられる ｢場｣であり､その傾向も､あとに見る戦略の形に影響を与えていると思

われる｡

C.社会関係-の参加 (二次調査より)

このように沖縄社会に組み込まれている外国人 ･日系人の住民であるが､さらに詳細に 2次調査から得られた声を拾

ってゆくと､対象者のカテゴリごとに一定の傾向があることが うかがえた｡全体の傾向でも見えてきた､生きる ｢場｣の

多層性に沿った自己の位置づけの違いである｡

沖縄社会で成人 したあと移民､帰国 した日系 1世においては､帰ってくるまでの長期間のブランクはあっても､生き

る場はもともとの出身の地域コミュニティである｡帰国後､住居や職を得るのには家族や地域のネットワークを活用し､

普段会って話すのも子どもの頃からの近所の友人である｡公共サービスとの関係も､沖縄で育ち､住み続けた場合となん

ら変わらない｡沖縄社会やその中にある地域のコミュニティは成人するまでを過ごした場であり､その地域の中で､友人

関係にせよ近隣関係にせよ関係性の中での位置づけや役割 といった彼 らの居場所はしっかりと保存されている｡そのこと

は､日系 1世-のインタビューの中で定着についての質問に対 して出てきた､｢帰ってきただけ｣という説明にも現れて

いる｡元の席に収まりなおすことで彼 らの位置づけに付随する社会的資源の使用権もまた再開した｡彼らに保持されてい

た､その資源を活用する能力 (日本語能力やそれら資源に関する知職など)もあいまって､彼 らは社会的資源-のアクセ

スの不全というディアスボラの直面する問題を回避できているのである｡そのような彼 らは社会的地位の確立もやはり､

たとえば ｢自治会長を経験｣など地域コミュニティを基盤 とした形で捉える｡一方で､彼 らにとって､移民の経験やその

経験によってつながれる関係性は必ず しも現在において活用されるものではない｡移民経験者のための協会で集まるにし

ても､移民先についての話題は思い出話が主であるとい う話からもそのことが読み取ることができる｡彼らの社会的資源

の獲得-信用の獲得一入 り込みは､移民前に持っていた関係性を再活性化させることによって達成 ･形成されるのである

(ケース 1)｡
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ケース 1
No.82

年代 .60代

性別 .男性

カテゴリ:ボ リビア移民 1世

○米軍基地で働いたあと､1958年､貧 しい沖縄を出て儲けるためにボリビア移民の新聞広告に応募｡妻と二人｡

1

1993年､60歳のとき沖縄-092年の来沖時には､｢道は全部アスファル トになっているし､家はコンクリー ト-

めまぐるしく変わってしまったという印象｣

(Ql,Q2)

○ 帰沖時からずっと両親の家に同居｡引越 しはなし (Q3)0 ｢長男なので自分の家に帰ってきた､というだけ｡元の

畑もあり､今まで通 り農業をやっていけるし､不自由はなかったD｣(Q5)
-地元民とほぼ変わらない受け皿｡

○ボリビアでは洗礼を受けなければ大学入学時や徴兵時に支障が出るので､子どもには日本名 とボリビア名両方をつ

けた｡ 日本名は漢字､男の子には頭取 りしてつけた｡(Q8)

タンカー､十三祝いをしたD(Q9､10)カジマヤー等のお祝いは子供達がやってくれるならや りたい (Qll)｡正

月は沖縄式､ボリビアの独立記念 日は沖縄では全然 しない｡ボリビア協会でもしない (Q12)｡

-ボリビア名はボリビア社会適応のための戦略としての面が強く､日本名のほうに沖縄一門中へのつながりが見

られるO行事-の接 し方から見ても､所属するコミュニティはあくまで沖縄のほうといえるo

O インターナショナルな時代だと言われているが､国籍､民族の違いは結婚の障害になると思 う (Q22)｡習慣など

も違 うので､年を取っていくにつれて困る事が出てくる (Q20)｡ しか し､子供達は気にしていない (Q22)｡ し

かし､｢そ うはいかんもんなあ｣｡ (ボリビアで)子ども達が高校 ･大学になったら現地 (ボリビア)の異性の友

人や恋人をいっぱい家に連れてくるようになった｡こうゆう社会だし､時代の流れでもあるからしょうがないと

しか言えなかった (Q21)0
一時代の流れとのずれの認識｡子どもを通 しての変容｡

○ 地域の農協の幹事を2年半や り､現在は部落の区長をしている｡行政に相談するような困った事は今までも､現

在も特にない (Q4-3)｡

○ 長男なので自分の家に帰ってきた､とい うだけ｡(定着のため)気をつけていたことはない (Q5)｡先に帰国して

いた知 り合いはいたが､ア ドバイスなどは受けていない (Q5-1)｡
○ 小さい時から学校を出るまで沖縄にいたので地元の人とは仲がよく､帰国後 トラブルになったようなことはない

(Q6)｡
○ ゲー トボール協会の副会長 (Q29)0

-地位あり｡ トラブルなし｡

○ 友人は沖縄にいたときからの人が多い｡移民帰 りの人とも交流はある｡飲みにいったりする (Q18)｡

○ 情報交換をすることはある｡入植時の思い出話など｡今現在のボリビアについての話はあまりしない (Q24)

-移動前に築いたコミュニティやネットワーク､関係性の中に､すっぽり収まりなおすことができたため トラブ

ルなく暮 らせていると思われる｡他のカテゴリの者との違いは､沖縄社会にある幾層もの｢居場所｣のなかで､も

っとも外部の者が入 りにくいところに予め席を持っていたところといえるのではないか｡

〇 年を取ることにイライラしている｡70代からは国に期待するしかない｡

皆が沖縄をよくしてくれる希望を持っている｡

子どもを呼び寄せたいが､それぞれの生活を考えると時間をかけて (-長期的には?)どうなるか｡(子供達は)

沖縄に永住 してもいいし､でもボリビアにも慣れていて不自由ないからどっちでもいいD

-引退｡
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これに対 し､日系 2,3世や帰化 した外国人の場合は､オフィシャルな4関係性に沖縄社会における自己を見出す傾向が

あるようだ.たとえば､インタビューに答えてくれたある台湾出身者は､沖縄社会でいかにうまくいっているかを説明す

るために彼の娘たちの職業達成に言及する (ケース 2)｡また､ある日系 3世の女性は､職業経験を沖縄も含めた日本社

会で生きるうえでの強みとして繰 り返 し強調 した(ケース 3)｡また､日系人の場合､クレームも含めて公的制度や公的機

関-の関心は高く外国人と比較すると信頼感がうかがえる (ケース3､ケース4)｡さらに､沖縄社会内での自己を確立

するのが職場とい うオフィシャルな場であるためであろう､教育での達成-の言及､期待が見られることも､他のカテゴ

リと比べると特徴的である (ケース 2､ケース 3､ケース 4)O彼 らの入 り込み戦略は､入 り込みのなされる ｢場｣が職業

であるがゆえに､学歴や資格の取得､日本語能力の向上といった職業人としての達成につながる方法に向けて方向付けら

れていると考えられる｡

ケース 2

No.148､107
年代 ･夫 70代､妻 50代

カテゴリ :台湾出身

移動経過

○夫 ;基地関係のアメリカ人の需要を見込んで､商売のため台湾から沖縄に移住 (1972年)a

妻 ;結婚のため移住 (1977年)｡

○中国政府 との関係を嫌って帰化｡

アイデンティティ､ネットワーク

○名前は､元の名前の漢字から一文字とり､当時の家族の状況を託 して決めたため思い入れがあるO(Q4･4)

○出身国の風習に対 してはこだわ りなし｡合理主義 ? (No.9)
○華人ネットワークは普段の付き合いはなし｡集まるときに特に中華料理を食べることもないo中国語で台湾の話を

する (No.7)
○友人は､夫は特になし､妻は地元の奥さんたちの友達がいる｡(No.18)

トラブル

○ トラブルを避けるコツは ｢何 もなし｣｡｢東北の何県の出身かなあって思われたのよ｣(Q.5)日本語ができる上､見

た目が日本人と区別がなく､また､帰化の際日本風の名前をつけ､それを普段使用 しているためかと思われるD(住居

は地主と直接交渉 して借 りる｡｢日本語も通 じるし｡｣(Q3)/店などでも ｢別にどうも感 じないんですね～やっぱり自

分の故郷 と同じ｡｣(Q4･2))

入 り込み

o｢日本では外国人/中国人は排除される｣という言説のほうを嫌がらせを言っていると感 じる｡｢わざとあんな悪い

こと言ってるのよ｡だけど､うちの子はね､一人は A病院の検査技師､もう一人はB大学出てC (-県内大手企業)

で働いています｡｣(No.22)

-高学歴取得､信用の高い職業につくことに安定感を見出す ?

将来

○夫 ;台湾-帰ることは考えていない｡老後はわからない｡子供のことは子供に任せる｡

妻 ;老後は台湾-帰るかもしれない｡お父さんは兄弟がみんな亡くなったでしょう､私は兄弟がいっぱいいるから

楽 しみ｡半年 とか何ヶ月かとかで行き来して住みたい｡(台湾へ行くと)子供は言葉が通じないから生活できない｡絶

対に日本に住む (だろう)0

-望郷とい うより､個人のつなが りへの愛着｡あまりこだわりがないのは､出身国との行き来が しやすい (近い､比

較的情勢が安定 しているなど)現状のためか?

4本研究では ｢オフィシャルな｣とは､職場､公共機関など公的な領域にあることをさす語として用いている｡
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ケース 3

No14

年代 ･20代

性別 :女性

カテゴリ ペルー 日系 3世

移動歴

○不景気 ･治安を案 じてベル-から沖縄へ移住 (1992年)O中心になって進めたのは母｡ 初めに､姉が働きに来ていて､

その後､私を呼んだ｡両親は､後で来た｡一度は､親戚もいるし､沖縄-｡(沖縄で)まず 日本語を覚えたり､文化 とか､

まずはそ うい うのを勉強 して､それから住む場所を選ぶってい う (ことで)｡親戚は皆沖縄だから｡誰も (ってが)いな

いと不安だから｡(Ql)

沖縄-のまなざし

○夫は向こう (ペルー)に帰 りたいと思っている｡でも､私は､治安や教育を考えると沖縄がいい｡(歳をとっても)こ

こで年金もらって暮 したい｡(Q4-1)
○日本の年金や社会保障には､プラスのイメージがある.障害年金や､遺族年金もあるo先行き不安なんてい うけど､こ

んなの (社会保障は)日本が一番｡皆ちゃんと払ってほしい｡外国なら､払ってなかったら貰えないけど､日本は減額や

免除もあるで しょう｡

私は､以前､生保で働いていたから､普通の日本人より詳 しいみたい｡全部､会社で教えてくれた｡(Q4-3)

沖縄社会/ 日本社会-の組み込み

○こっちの人にとっては､私は､昔からいた日本人と似た感 じとい うことで､懐か しがられる｡考え方とか､言葉 とか｡

日系の人は方言を使 うから､お店のオジィ､オバァには親近感を持たれる｡ (しか し､全く分け隔てなくというわけでは

ない｡)言葉がわかっていても､(周 りの人に)気持ちが違ってる (と思われる)｡ ビックリしちゃうみたいね｡(Q4-2)
○ 職場でも､日本人 と上手くやってくコツなんて､特には｡ただ､合 うときに一緒に遊ぶだけ｡あとは､仕事では日本

人と一緒｡(Q5)
○ (職場では)本土の人が多いので､｢外国人｣扱いとい うより､｢沖縄の人｣扱い｡昨 日も､｢なんで､言葉の終わ りに

『さ-』ってつけるの?｣って (聞かれて)｡ ｢そんなことないさ-｣って答えたわけさ (笑)｡気をつけて話 してるつも

りでも､やっぱり (沖縄の)靴 りは出て しま う｡(Q17)

○ (名古屋では)私は､見た目や言葉が 日本人っぽいから､外国人とい うよりも沖縄の入って感 じで (受け止められて)､

検査のところで働いていた｡(Q6)
○ (弁護士事務所で通訳の手伝いをしていたときも)ペルー人の トラブルに巻き込まれた り､いろいろ危ない目にもあっ

た｡ ･･-でも､あれこれあっても､私は弁護士さんと一緒にいる分､法律の知識があるからoほんとに危なくなったら､

警察に行けばね､助けてもらえる｡脅かされても大丈夫｡(Q6)
○沖縄は (日系人が)少ないからね､結局職場の人 とかと仲良くするしかない｡一人ではやっていけないでしょう｡そう

して､そこに馴典ん じゃうO内地は (日系人が)結構いるから､そこで固まって しまって､いつまでも日本語も覚えない､

文化にも慣れない｡そこでぶつかっちゃう｡ -･･外国人だからって甘やかす し､甘えるO

私は､自分から､普通に扱ってくれって言 う｡保険会社に入ったときも試験があったんですよ｡ここで外国人だからっ

て特別扱いされてたら､いつまでたってもこの難 しい漢字が覚えられなかった｡もう､普通と同じようにって｡何もかも｡

勉強 して 100点取 りましたO(Q18)

○ 大学とか学校は､真面目に行っておけばよかった (出産のため中退)｡ 自分で払って行っていたからねD親のお金で

行っていたら繋轄理や りにでも行かされたかもしれないけど｡やっぱり仕事探す ときに後悔するよね.資格も持っていない

から｡職安とか行って､ちょっといい求人だなと思ったら､(条件に)ナン トカ 1級､2級って-｡子ども好きだから､

保育園なんかいいかと思ったら､｢保育士｣資格がいるってDがっか りした.

余裕ができたら､大字で勉強 したい｡ (大学では)社会の勉強とかするじゃない?お客さんと話をするのでも､知って

ると知 らない じゃ自信が違 う｡ -営業なんか してると経済の話 とかもでてくるし､(知 らないと)自信がなくなってく

る-｡でも､大学に行 く事で自信がつくと思 う｡(Q28)

○貯金の目標はある｡子どもも学校に行かせたい し､土地はあるから､家も建てたいな｡子どもに残 してあげたい｡

(子 どもの進学について)いやがるなら無理強いはしないけど､目標を持つとい う意味で､大学を目指すのはいいこと｡

大学は､資格や就職のためばか りでなく､責任感や人間性を養 うところ｡行きたいと思ったときのためにも､お金は貯め

てあげたい｡(Q35)
○ 日本人と結婚 した友達はちょっと大変みたい｡言葉がわからないときもイライラするし｡私たちの育った環境 (ベル一

式)では男も女も家の中のことを分け合ってするんですよ｡･--それが普通だと思って結婚 してみたら (日本人の夫は)

なんにもしない｡ ｢これは何なんだぁ-｣って｡

職場なら習慣の違いがあっても傷つかない｡でも､家で違ってたら傷つくよね｡(Q22)

○ 子どもの誕生 日は､あっちのや り方を教えたいので､ペルー式でO ･･いとことかも近所の子も呼んで､ペルーのや

り方はこんなだよって教えて｡ 日本人もこうい うの好きよね｡ (おもちゃをお土産に持たせるから)｢得する｣みたいな｡

(Q12(1))

ケース4
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No.67

年代 .20代

性別 :男性

カテゴリ:ペルー 日系 3世

○ 大学在学中､帰化のため来机 在沖中､ペルーの治安が悪化 して､沖縄で勉強を続けるよう親戚に勧められて､残る｡

(Ql)

○ 定着に際 しては親戚の助けが大きい｡(Q3;来沖当初､おばさんの家に泊まる｡Q4-3;日本語のわかるおばさんが

いたので､大丈夫だったoQ4･4,(行政との関係は)最初は日本語のわかるおばさんと一緒に行っていたから大丈夫O

(保険証､お金は)最初は祖母の保険に入っていたから大丈夫o今は自分のものがある｡Q5,らll;親戚から ｢こう

い うときにはこうする｣とかたくさん教わった｡Q14;(父の求職に関しては)親戚のってがあった｡)

○ 横合による (日系人 ?)ネットワーク (Q24)

○ 日本での学歴-職探 しに有効 (Q14)

○ (アメリカ入国のときなど)信用あるものとしての日本国籍 (Q13)

○ 敬語使いに気を使 う｡(沖縄の大学入学当初は)どう受け取られるかわからなくて､自分を抑えていた｡言葉ができ

ないときは自分から壁を作っていた｡

○ 沖縄-の (最終的な)移住希望｡｢沖縄 一南米の架け橋｣としての存在意義を見出している｡(Q35)

彼 らのオフィシャル志向は､あとに述べる帰化 しない外国人の経験との比較からもわかるように､国籍､出身国で受け

てきた日本語の訓練や顔立ち (日系人の場合)などでの就職 しやすさ･職場でのなじみやすさや公的機関-のアクセスの

しやすさの結果と言えようoまた､オフィスという場には､地域共同体とは違ったある種の開放性があるO業務に適応で

きるか否かとい う受け入れ要件は､地域共同体のそれよりも生得性が低く､明確化 しやすいOまた､輝得のステップや手

段も明確であるため､努力 しやすい｡手が届きやすい (届かなくても､基準の明確さ､非人格的であることから納得 しや

すい)のである｡また､対立の許容､情緒面での ドライさというビジネスライクの文化もまた一種の開放性として働いて

いる｡他者 (この場合は､関係を取 り結ぶカウンターパー トであるホス ト社会の者)に対 しても自らに対してもその慣習

を強調することで異質性のもたらす葛藤を避けることができるのである｡(ケース2｢職場では違ってても傷つかない､

でも家で違ってたら傷つく｣)それを考えれば､彼 らが職業をはじめオフィシャルな関係性に積極的な自己を見出そうと

するのは当然と言えるかもしれない｡だが､そ うであるがゆえに､職業を通 じて達成される沖縄社会への入 り込みは包括

的なものとはならない｡情緒的な関係性 (友人､恋人など)や､視点を沖縄社会の外部に残 したものとなるし､アイデン

ティティも中間的なものとなる｡

こと日系人に限って言えば､このような傾向は､一般に親戚の援助の存在が強調される彼 らについても帰化 した外国人

とほとんど変わらないO生まれ育った故郷に戻ってくる 1世の場合と異なり､2世以降にとってはあらためて居場所 (や

社会的資源-のアクセス権､信用)を確保 しなければならない､異郷なのである｡これは､沖縄に対するルーツとしての

愛着と並存 している (実際､インタビュー した日系人の多くが沖縄の文化に関心を寄せ､1次調査で沖縄のアイデンティ

ティ-の愛着を表明している)｡すなわち､意識の上で門中制度やウチナーンチュ意識によってつながりを持っていたと

しても､<想像の共同体>はやはり想像のもので､実感的には作動 しない｡そこでは彼らは外国人同様の入 り込み戦略を

要求される｡そのギャップが､ときに語 られる ｢故郷のぬくもりへの失望｣を形作っているのかもしれない｡

もっとも､常に親戚がまったく彼 らの定着に資していないというのではない｡むしろ､親戚ネットワークが提供するの

は来日してすぐの住居や､学校編入の手続きの世話やア ドバイスなど､初期の､より実際的なサポー トであり､精神的な

拠 り所まで含めたコミュニティではないのである｡

そ して､先に見たように全体的に包括されないが同時に沖縄とのつながりの意識をも併せ持つ彼 らには､出身国と沖縄

社会との架け橋としての自己確立を意識 し､目指す者も多い (ケース 4).

帰化 していない外国人の場合､沖縄社会との関係を述懐するときに主たる舞台となるのは､友人､配偶者といった個人

的でプライベー トな関係性である｡配偶者が沖縄社会の者であっても姻戚との関係はそれほど言及されず､親戚関係との

交流はあるとしてもひととお りのものにとどまり､生活のためのネットワークとしてはさほど活発に機能 してはいないこ

とが うかがえる (ケース 5)｡むしろ､強調されるのは友人関係である｡定着の際のサポー トの提供もそのような個人的

な関係の中で行われる傾向がある｡このように､沖縄社会との接点がごく個人的であることの影響もあるだろう､彼らが

自己を見出すのも沖縄社会の中での立ち位置を通してでなく､基本的には個人的な人生設計やプライベー トなネットワー

クの うえである｡ (ただ､子どもや子どもの同級生とのかかわりを通 して､沖縄においての自文化の継承や､伝達を意識

している例もあった｡)

以上のような状況の中で､うまくやっていくための工夫として挙げられたのは､敬語､優 しい言葉を心がけるなど､｢言

葉遣い｣に関するものである｡ミクロな関係性が主たる接点となるため､他のカテゴリの者よりも､受け入れ要件として

より個人としてのコミュニケーション能力そのものを意識するのであろう｡｢よく話し合 うようにする｣といったものも

同様の位置づけに対応 したものと思われる｡

-32-



ケース5
No.144

年代 30代

性別 女性

カテゴリ フィリピン出身

○ 沖縄出身の輸入業者である夫と親戚の紹介で知 り合い結婚､沖縄-移動した (Ql)0
○ デパー トの中の靴屋の店員 (フィリピン)一夫の仕事を継いで自営業 (沖縄)

○ 帰化 していない｡日本のビザではフィリピンに行っても1ケ月 しかいられないから｡今持っている永住権で問題な

い (Q13)｡

○引越 し経験なし､夫とアパー トで同居 (Q3)0
○ コミュニケーションは来沖当時も今も ｢大丈夫｣｡来沖時には日本語は話せなかったが､徐々に話せるようになっ

た (Q4-2)｡夫と友人､テレビから日本語を学ぶ｡お金の計算も夫についてもらい､教えてもらう (付録)0

○ 沖縄はフィリピンと食材が似ているから大丈夫(Q7)0

O ｢トラブルなし｣(Q6)｡
○ 夫から現在の仕事を引き継 ぐ. (仕事に関して)希望は特になしO沖縄で外国人が仕事するのは難 しいからO今の

仕事で満足 (Q16)｡
○ 来沖時､上手くやっていくために夫と友人 (フィリピン人)からア ドバイスあり｡挨拶する､言葉は優 しく､など

(Q5-1)0
○ バカにされても言葉がわからないので大丈夫 (付録)0

-定着のための資源は主に夫と友人O夫の親類との交流は､あまりつつこんだものはない模様c

O フィリピン人との交流はあまりなしO店があるのは知っているが､忙 しくて行けない (Q24)Dフィリピンの人とは

コミュニケーションが少ない (みんな忙 しい)(Q18)Oたまに夕食を一緒に食べるくらい (Q19)｡

○ フィリピンのお祝いについても行けない場合が多い (Q12)｡フィリピンのテレビ､映画に興味はない｡アメリカ映

画を見る (付録)｡

○ 毎週 日曜 日に教会に行きたいが､忙 しくて行けない｡食事の時に自分の中でお祈 りをする (Q25)｡

○ 日本人の友人が多い (Q18)｡普段の遊びも､夫よりも沖縄の友人と出かけることが多い (Q29)0

○ 沖縄の人は本土の人よりも人がいいと思っている (Q2)a｢沖縄の人はいい人oだけど､いい人もいれば悪い人もい

る｡(内地の人は冷たいと思っている)｣(Q23)｡｢沖縄とフィリピンは近い感 じがする｡本土とは違 う｡｣(付録)た

だし､本土での在住経験はない｡

○ お店の客は地元の人と､ときどき観光客 (Q32)0
○ 今は日本よりも沖縄に住んでいると意識 している (付録)｡

-本土との対比枠の中で､沖縄 とフィリピンを近 しく位置付けているOフィリピン人よりも沖縄の友人とより密接な関

係にある事も手伝って､これほどの親近感が形作られているのでは｡ (親族関係にはそれほどの親 しみを示さない (ウ

- トー トーは一回だけしたがよくわからなかった､等)0)文化志向はフィリピンよりもアメリカo

O沖縄にずっと住むはず (Q35)｡子どもはほしい｡(子どもが)大人になったらフィリピンを見せたい (付録)｡自分は

死んだらフィリピンに帰 りたい｡お墓はフィリピンにほしい｡ しかし､先のことはわからない｡死体は生で持っていき

たい (Q25)0

2-3.分析のまとめ
以上の分析で得られた知見を､研究の目的に戻ってまとめ､確認 しておく｡

①沖縄における多文化共生の実態について

ホス ト社会としての沖縄にも異質性に起因する トラブルが存在 していること (ただし､就労時の不都合をたずねたQ9

や トラブルに遭遇 したときに不利である理由についてたずねたQ7-1の分析からは偏見や排除を伴った構造的な定住外国

人問題 という認識はほぼなされていないことが窺える)､外からやってきたディアスボラの住民 (外国人 ･日系人住民)

の沖縄社会-の組み込みは職場､親戚関係､友人 ･知人関係の 3つの ｢場｣で展開されていることの二点が確認された｡

②沖縄社会の信用分配の仕方について

外からやってきたディアスボラの人々の生きる ｢場｣が､その人のカテゴリによって､すなわちその持てる資源に応 じ

て分化 していることから､沖縄社会での居場所の多層性が見えてきたOまた､そこでとられる戦略の差異は､沖縄社会の

信用分配の仕方が､沖縄社会内においても一律ではなく ｢場｣によって異なることを示 している｡日系 1世の例からは､

伝統的な地域共同体における地縁による信用の付与が､日系 2､3世や帰化者の例からはオフィシャルな場における日本

語能力と学歴の信用頒得の効果が､外国人の例からはミクロな関係性における言葉遣いの重要性が読み取られた｡
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3.おわりに
沖縄における多文化共生の実態調査から､ホス ト社会としての沖縄にも異質性に起因する トラブルが存在 していること

(ただし､前章で見たとお り､構造的な定住外国人問題 とい う認識はほぼなされていない)､外からやってきたディアス

ボラの住民 (外国人 ･日系人住民)とホス ト社会との共生は職場､親戚関係､友人 ･知人関係の 3つの ｢場｣で展開さ

れてお り､地域社会とのかかわ りは薄いこと､また日系何世か､日系人以外ならば日本国籍を持っているかといったその

住民の条件により､身を入れる ｢場｣の傾向が別れてお り､それと対応するように､意識される入 り込み 一信用獲得戦略

も異なることがわかった｡これらの知見は何を示 しているのだろうか｡

｢場｣と戦略のあいだには対応関係があるが､それらの組み合わせからは､入 り込み -信用獲得戦略が向かう先､信用

を付与 し､その ｢場｣における入 り込みを受け入れられる要件は､どの ｢場｣でも共通 してその ｢場｣をうまく動かすた

めに求められる働きを交換する能力-個々の ｢プレイヤー｣がその関係性にアクセスする目的を達成するための協働の可

能性を持っていると見なされることであると推測される｡

ディアスボラの住民たちは､｢場｣の受け入れ要件 (すなわち協働可能性)を満たすよう促され､それに応えながら入

り込みのための戦略を形作ってゆく｡それは､入 り込みたい彼 らの自由意志によるものだ｡ しか し､同時にそれは ｢場｣

の ｢合理性｣に付き合わされるとい うことでもある｡｢合理性｣にのっとった形の入 り込みは､必ず しも入 り込み者の他

者性を受け止めるものではない｡調査中､多くの日系人からもっと､沖縄と出身国の中間的な位置にある自分たちを生か

してほしいという声が聞かれた｡先に協働可能性 ということを問題にしたが､異質で協働できなかった ｢他者｣の部分を

生かすような協働の場の新たな開拓を求められているのが､ホス ト社会としての沖縄の現在 といえよう｡

参考文献
石川友紀 『日本移民の地理学的研究一沖縄 ･広島 ･山ロー』椿樹書林､1997o

waiterL.Wauace,THEFUTLm OFETM CTTYRACE,AjW NATJONAL/TY1997.(W.L.ワラス著､水上徹男 ･

渡戸一郎訳 『MNERVA社会学叢書 22 エスニシティ ･人種 ･ナショナ リティのゆくえ』 ミネルヴァ書房､2003)
法務省入国管理局登録課『登録外国人統計調査 (届出統計)』､2002年当時ohttD://www.irnmi-moj,go.jD/toukei/index.html
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第4章 沖縄における国境を越えた移動とエスニック ･ネットワーク
野人直美

1.多民族社会 ･沖縄の特殊性
沖縄社会のエスニックな多様性は､広大な在 日米軍基地の存在によって大きく規定されてきた｡｢米軍人 ･軍属とその

家族｣は､沖縄県内に約 5万人が居住している｡彼 らは日本の出入国管理法や外国人登録法の対象外であり､日米地位協

定によって日本における身分を保障されている.彼 らの人口は､沖縄における外国人登録者数の約 6倍にのぼるDこのよ

うな比率は全国に類を見ない｡沖縄県の人口に占める外国人登録者の比率は0.6パーセン トに過ぎないが､外国人登録者

に ｢米軍人 ･軍属とその家族｣を加えて算出すると4.1パーセン トとなる｡｢米軍人 ･軍属とその家族｣を含めれば､沖

縄は､外国人が人口に占める比率において､実質的には東京や大阪を上回っている｡

沖縄の ｢米軍人 ･軍属とその家族｣の多くは､米軍基地内に居住 しているが､基地の外の賃貸住宅などに居住する人々

もいる｡彼 らのほとんどは3年から5年で転勤などによって沖縄から移動していくが､いくらかは沖縄人と結婚 し､ある

いは仕事を見つけ､軍隊をやめた後に外国人登録を行って沖縄社会に定住する｡沖縄の定住アメリカ人の多くは､このよ

うな元軍人 ･軍属である｡さらに､ホス ト社会としての沖縄について語るときに見過ごしにできないのは､沖縄女性 とア

メリカ人男性を両親に持つアメラジアンの人々である｡彼 らは ｢米軍人 ･軍属とその家族｣の内部に､あるいは彼らと定

住アメリカ人との境界に､さらにこれ らアメリカ人と沖縄人との境界に誕生 している｡

広大な米軍基地の駐留は､外国人登録を行って居住 している定住外国人の構成にも大きな影響を及ぼしてきた｡全国的

には最大のエスニック ･マイノリティ集団は韓国 ･朝鮮籍であるのに対 し､沖縄ではアメリカ国籍が最大のグループであ

る｡2番 目に大きいグループは全国 ･沖縄 ともに中国籍だが､沖縄の場合､その内訳に台湾にルーツを持つ人が多いこと

が特徴的である0台湾入は､台湾と沖縄との地理的な近接性 と緊密な交流の歴史を背景として沖縄に居住 してきたのだが､

今回の調査によって､いくらかの台湾人もまた米軍基地との関連で来沖､就労 してきたことが明らかになった｡さらに沖

縄で3番 目に大きいグループ､フィリピン国籍の内訳は､ほとんどが基地周辺の歓楽街で働 くエンターテイナーの女性た

ちである｡ホス ト社会としての沖縄は､低賃金労働者の受け皿となる製造業が不振を続けてきたこともあり､米軍基地の

駐留によって大きく規定される､全国的に見てきわめて特殊な多民族社会であると言える｡

2.調査の課題と方法
このようなホス ト社会としての特殊性は､沖縄に定住 している日系人と定住外国人によっていかに体験され､意味づけ

られているのだろうか｡筆者は､2003年度の社会学実習の受講生 18名 と大学院生 1名 とともに､45名の日系人 ･定住

外国人のインタビュー調査を行った｡

調査対象は､外国人登録を行っている定住外国人の人数が最も多いグループから (1)アメラジアンを含む定住アメリ

カ人､そ して国際結婚などで沖縄社会と関係を結んできた一部の軍人 ･軍属､(2)台湾人を選び､さらに多民族社会 ･

沖縄の重要な構成要素である日系人から最大グループである (3)日系ペルー人､(4) 日系ブラジル人を選んだ｡

アメリカ人は､日本における従来のエスニック･マイノリティを対象とする社会学的調査では対象になってこなかった｡

この調査でアメリカ人を対象に含めたのは､第-に前述 した沖縄社会の特殊性によるものであり､第二に､他のエスニッ

ク･マイノリティ集団に対するアメリカ人の特権性が鮮明に浮かび上がるのではないかという､調査に先立つ予想のため

であった｡さらに我々は､沖縄在住の日系人について､親族ネットワークに動機づけられて来押し､定住過程においても

親族ネットワークを核 とする同心円状の地縁･血縁ネットワークに支えられて居住や就労を果たしているであろうという

予想を立てた｡結論を先取 りして言えば､アメリカ人の特権性および日系人の親族ネットワークを中心とする定住過程と

いう当初の予想は､調査結果によって双方とも葎ることになった｡

調査の課題は､第-に､沖縄における日系人と定住外国人の､国境を越えた人の移動の類型を明らかにすることであるo

日系人については､日本国内の移動を含めた来沖過程を踏まえることが課題 とされた｡第二の課題は､日系人と定住外国

人の沖縄-の定住過程を詳細に聞き取ることによって､ホス ト社会としての沖縄の現状と課題 と照らし出すことである｡

ここでは､文化資本としての言語､エスニック ･ネットワーク-のアクセス可能性､定住過程におけるエスニック･アイ

デンティティの変容､親族の相互扶助関係が､分析枠組みにおいて焦点化された｡

2003年 8月に､半定形型のインタビュー調査が行われた｡調査時間は､対象者一人あたり40分から数時間に及んだ｡

調査内容は基本的に対象者の許可を得た上で録音 し､記録をすべて反訳 した後に分析を行った｡

調査対象者は､各種団体､エスニック ･レス トラン､知人からの紹介を機縁的に広げて得たものである｡なお､調査者

の言語能力上の制約によって､アメリカグループ以外は基本的に日本語でインタビューに応 じられる人を対象者としてお

り､日本語が流暢に話せない日系人､定住外国人を対象に含むことができていないことをあらかじめお断 りしておきたい｡

3.分析から見えてきた在沖日系人 ･定住外国人の移動類型と定住過程

3-1.米軍基地を背景とする移動と定住 -アメリカ人の移動類型
沖縄におけるアメリカ人の来沖は､①父親もしくは自分自身が米軍人であり､沖縄の米軍基地で勤務するために来沖 し

たとい う事例が多数を占めている点､②親族ネットワークとは切 り離されてお り､｢家族 ･親族の呼び寄せ｣または ｢ト

ー トーメ-をつぐため｣という理由はほぼ見出せない点､③ ｢出稼ぎ｣など経済的理由による移動は全く見出せない点で､

他のエスニック ･マイノリティと大きく異なっている｡

沖縄には 2種類のアメリカ人が居住 している｡前者は約 5万人からなる米兵 ･米軍族とその家族である｡彼らは外国

人登録が不要であることや住居 ･生活についてさまざまな特権を持ち､基地内にいる限りは英語だけで生活できる｡後者
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は外国人登録をして居住 している定住アメリカ人で､沖縄県在住のアメリカ人の中では少数派である｡元軍人 ･軍属が多

く､基地の恩恵にアクセスできず､しかし ｢米兵｣と混同されて飲食店から締め出されたりしており､他の都道府県では

あまり見られない ｢偏見でまなざされるアメリカ人｣の体験を持っている｡

今回の調査でアメリカ人を対象に加えたのは､他のエスニック ･グループに比べて､英語という文化資本､米軍基地､

人種に依拠 した特権性が浮き彫 りになるとい う予想があったためである｡しかし調査結果は､定住アメリカ人､そしてア

メラジアン (アメリカ人､とくに米軍関係者を父親に､アジア人女性を母親にする人々)については､人種にかかわらず､

ホス ト社会沖縄の中でマイノリティとしての体験をしていることを示 している｡

英語という文化資本は､基地内に生活の比重がある米軍人 ･軍属にとっては､ほとんど意識されることがないo定住ア

メリカ人にとっては､多くの場合､日本語ができてバイ リンガルであって初めて労働市場で価値を発揮する｡さらに､今

回の調査結果に限定 して言えば､沖縄におけるバイリンガル としてはアメリカ人の英語よりも台湾人の中国語の方が､沖

縄では市場価値が高い｡英語教師の数倍を､台湾人貿易商は稼いでいる｡

米軍人 ･軍属と定住アメリカ人とい う 2種類のアメリカ人のはざまに､さらにアメリカ人と沖縄人のはざまにアメラ

ジアンがいる｡1998年のアメラジアンスクール ･イン ･オキナワの設立は､沖縄人のシングル ･マザーによって基地の

外で育てられている､基地にも公立学校にも学びの場をもてないアメラジアンの子どもたちをめぐる問題を浮き彫 りにし

た｡一方､今回の調査対象者 3人は､3人とも父親 とともに暮らし､基地内で英語による教育を受けている｡国籍は全員､

米国籍のみである｡今回の調査では､基地育ちのアメラジアンもまた､アイデンティティをめぐる葛藤やホス ト社会との

緊張をはらんだ関係を体験 していることが明らかになった (語 り1)a

3-2.台湾入の来沖類型とハイプリディティ
台湾人対象者の来沖の類型 として､貿易あるいは米軍基地の払い下げ晶販売をといった自営事業のために親もしくは本

人が移住 してきたものが多い (11人中6人)｡高学歴､高い日本語能力､さらに韓国語 ･英語能力を持つ人が多いことが

特徴だが､来沖当初から富裕層なのではなく､｢進学｣｢留学｣｢自営｣を尊ぶハビトクスに支えられて上昇 してきた (請

り2)｡
来沖直後､多くの台湾人は家族経営の零細な自営業で生計を立てているのだが､ゆとりがあるとは言いがたい家計の中

で､子弟の大学進学と海外留学は高い優先順位をつけられた｡それは､ひとつには自営業､とくに貿易業に就く上で､日

本語と中国語はもちろん､英語と､できれば韓国語などの外国語を子弟に習得させるためである｡さらに､さまざまな文

化に触れて幅広い視野を身につけることに高い価値が置かれてきた｡

沖縄の公立学校に通った台湾人対象者のほぼ全員が､｢タイワナ- (註 :台湾人)｣と呼ばれていじめられた経験を言育っ

ているが､成人後に台湾に対するネガティブな感情を引きずっている対象者は皆無であった｡ とくにアメリカに留学し､

世界にまたがる華僑ネットワークの豊かさに驚惜 し､自分もその一翼を担えることに気づいた台湾人が､人的ネットワー

クを得るとともに､肯定的なエスニック ･アイデンティティを抱いて沖縄に戻ってきているのが興味深い｡そのエスニッ

ク ･アイデンティティは､便宜的に行われる日本国籍-の帰化 とはなんら矛盾 しないのである｡

台湾人のエスニックネ ットワークは､沖縄において最大規模 (約 300世帯が参加する琉球華僑総会など)である｡在

沖華僑を結び､台湾一沖縄を結ぶビジネス ･ネ ットワークが中心だが､初の女性理事長のもとで華僑の子どものための中

国語講座開設､琉球台医会の創立などの台湾と沖縄の橋渡 しも積極的にすすめている｡今回の調査では､台湾人 ･沖縄人

のダブルや 2世､3世の中に､場面に応 じて縦横に ｢台湾人｣｢日本人｣｢沖縄人｣のアイデンティティを使い分ける<戦

略的-イブリディティ>が見出せた (語 り3)｡

3-3.日系人の来沖過程とエスニック ･ネットワーク
日系ペルー人と日系ブラジル人の来沖は､｢トー トーメ-｣(仏壇行事)継承や親族の呼び寄せ､または親族を頼ってと

い うパターンが多い｡ただ し､①かつて沖縄から南米に移民が渡 り､②その子 ･孫がいったん神奈川や埼玉に就労目的で

来 日して③その後に沖縄に移動 してくるとい う､<三点型移動>が対象者の半数を占めた｡出国の動機づけとして経済 ･

社会不安をあげた人が多い (語 り4)0

南米におけるエスニック ･ネットワークについて､日系ブラジル人対象者 12人中4人 しか日系あるいは沖縄系の組織

に参加 していなかった｡日系ベル一人対象者の半数が日系人子弟の多いラ･ウニオン校に通い､それ以外の人もラ･ウニ

オン運動場 (註 :カフェなどもある社交場)の会員となり､日系人とモアイ (註 :民間の相互融資O頼母子講と同義)を

するなどして､全員がエスニック･ネットワークに加わっていたこととは対照的である｡南米における民族関係について､

日系ブラジル人は地域や学校でむ しろブラジル人と緊密な関係を結んでいたのに対 して､日系ペルー人は親が ｢日本人以

外と遊ぶな｣としつけていたなど､ブラジル :<ローカル ･ネットワーク志向>とペルー ･<エスニック･ネットワーク

志向>の違いが見出せた (語 り5)0

その二類型は､来沖後もあてはまる｡日系ブラジル人は､来沖後はローカルな､沖縄人との結合関係を重視 し､意織的

に日系ブラジル人のエスニック･ネ ットワークは避けるという人さえいたのに対 し､日系ペルー人の対象者の多くは日系

人どうしの集いを継続 している｡エスニック･ネットワークを体験 してきたという経験知の豊かさが､国境を越えた移動

の後に､別の形のエスニック ･ネッ トワークを結合することを促進 しているのではないか｡ちなみに､日系ペルー人のエ

スニック ･ネットワークは､ペルー時代は ｢日本｣にこだわり､ラ ･ウニオンを中心とする組織的な､フォーマル型の比

重が大きいが､来沖後はペルーの料理を楽 しむ 日系人の友人どうしのパーティなど､個人的な､インフォーマル型の比重

が大きくなる (語 り6)｡

日系ペルー人と日系ブラジル人のエスニック･ネットワーク-のスタンスの違いは､彼らのエスニック･アイデンティ

ティとも深く関わっている｡日系ブラジル人のうち､ブラジル時代に自分を ｢日本人｣と思っていた人は半数を切 り､｢半

分 ･半分｣､｢ブラジル人｣と思っていた人もいたOペルー時代の日系ペルー人はほぼ全員が自分を ｢日本人｣(日系人)
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と同定 していた｡沖縄でのアイデンティティを (ペルー/ブラジル人 と日本人の)｢両方｣｢半分 ･半分｣とする比率はペ

ルーとブラジルで大差ない (1/3程度)が､日系ペルー人は､ペルー時代の ｢日本人｣としての意識が沖縄で ｢ペルー

人｣｢半分 ･半分｣に変化 しているケースがいくつかあった｡ このアイデンティティ変容は､外国人としてまなざされた

経験に影響を受けている (語 り7)0

国籍について､日系人対象者のほとんどは日本国籍を持っているか､帰化を申請中である｡帰化の理由は､外国籍であ

ることによる生活上の不利益があげられるが､日系ブラジル人の何人かからは ｢日本人なのに外国人扱いされるのが嫌だ

から｣(例)就学通知が来ない､教育委員会で就学義務はないと言われるなど)をあげてお り､国籍をとって日本人にな

りたいとい う志向性が見出せる (語 り8)O-方､いくらかの 日系ペルー人の語 り

じ日本人になったね｣と言 うのに同意できない､エスニック ･アイデンティティと

からは､帰化後に同僚が ｢あなたも同

国籍選択が必ず しも一致 しないという

意識が見られた (語 り9)0

信仰について､El系人の多くは南米でキリス ト教信仰 と トー トーメ-を両立させ､まったく葛藤は存在 しなかった｡ブ

ラジルでの墓参 りは花と線香ではなくローソクを携えていくなど､キリス ト教文化 との融合がみられるo来沖後は､親戚

の家に集 うことも含めると､ほとんどの日系人対象者が トー トーメ-をしている｡キリス ト教信仰を継続 している人も多

いが､教会に行 く機会は減っている｡

3-4.沖縄に対するイメージその他
来 日前､日系人の調査対象者の多くは､先進的な工業国と､祖父母がノスタルジーをこめて語る ｢正直｣｢勤勉｣｢清潔｣

な日本をイメージしていた (語 り10)｡アメリカ人は戦争映画のイメージを語る人がいた｡来沖直後､全てのエスニック ･

グループで最 も多いのは沖縄の ｢田舎｣ぶ りに対するショックである (語 り11)o さらに日系人のいくらかは､沖縄人

が意外に法事などのフォーマルな場面以外の親戚づきあい､相互扶助をしないこと-の驚きを請っている (語 り12)0

調査に先立って､日系人の沖縄における関係はまず親族ネ ットワークに支えられ､同心円的に広がっていくという予想を

立てていたが､これは葎された｡台湾人は､沖縄のマーケッ トの小 ささを自覚 しつつも､台湾と沖縄の緊密な結びつきを

ビジネスや華僑のネ ットワークに生か していこうとする志向性が強い｡全てのグループの女性から､日本 ･沖縄は女性差

別的であるとい う指摘があった.沖縄が ｢いちゃ りばちょ-で-｣(註 ･会えば兄弟の意｡隔てをおかない温かな県民性

を指す)だと言 う人は､日系ペルー人が 12人中 9人､日系ブラジル人 12人中 2人､台湾人 11人中 3人､アメリカ人

10人中 6人であったO相対的に若い世代ほど ｢ケースバイケース｣とい う回答が多くなるo

島国の狭い視野にとどまらず､もっと広い視野を持ってほしいとい う沖縄人-のメッセージは､台湾人､アメリカ人対

象者によって語 られた (語 り13)0

国際結婚をして子どもがいる 16家庭の半数では､エスニック･マイノリティの親は､2言語で子どもと会話 している｡

親 自身が 日本語だと上手く言えないためとい うのは日系ブラジル人 2人のみで､意識的に言語継承を試みている家庭が

多い｡組織的に言語 ･文化継承を行っているのは､沖縄では台湾人だけである｡

自治体に対する要望としては､多言語表示､バイ リンガル職員の配置､外国人向けガイ ドブックの発行などがあがった

が､他に ｢定住歴の長い自分たちを役立ててほしい｣｢外国人の意見を言える場､外国人どうLをつなげる交流の場がほ

しい｣などがあった｡サー ビスの受け手に留まらず､主体的に発信 し､支えあいたいとい う意識が見出せた (言吾り14)0

4.知見のま とめ

4-1.在沖アメリカ人の ｢特権性｣
ホス ト社会沖縄におけるアメリカ人の特権性は､自明祝されるべきではない｡軍人 ･軍属 とその家族に付与される､日

米地位協定による特権性は､軍人 ･軍属が定住アメリカ人-と､さらにその子どもであるアメラジアン-と､ライフコー

スや世代が推移するに従って失われていき､代わって沖縄人の反基地感情に根ざしたスティグマが付与される｡

4-2.日系人と親族ネットワーク
日系人は､必ず しも親族ネッ トワークの緊密な網の目に支えられて就労や地域社会への定住を果たしてきたわけではな

い｡親族がいることは沖縄に来る契機ではあるが､とくに日系ペルー人がペルーで体験 し､沖縄の親族に対 して来沖当初

に期待する日々の親睦や 日常的な相互扶助は､沖縄での定住過程においてあまり見出せない｡

日系ペルー人と日系ブラジル人 との間には､来 日前後を通 じて<エスニック ･ネ ッ トワーク志向>とくローカル ･ネッ

トワーク志向>の違いが見出せた｡

4-3.台湾入 の戦略的ハイプ リデ ィテ ィ

4つのエスニック･グループすべてにおいて､世代の推移 と国際結婚による-イブリッド化が見出せる｡最も自覚的に､

ビジネスと結びつけて戦略的に-イブリディティを打ち出しているのは台湾人である｡台湾人とい うエスニシティは､多

様な出自を含み､世界各国に広がる華僑の親族 ･知人のネ ットワークにつながるものとしてとらえられている｡とくに若

い世代の台湾人は､固定的な伝統の維持よりも/＼イブ リディティにこそ､華僑の活路を見出している｡

4-4.残された課題

2003年度調査において残された課題を整理 しておきたい｡アメリカ人については､当初､アフロ系アメリカ人とコケ

ージアン (白人)からそれぞれ聞き取 りをし､両者を対比 しようと計画 していたのだが､沖縄に定住 しているアフロ系ア

メリカ人を対象者 として得ることができなかった｡アフロ系アメリカ人が集 う様子は､沖縄において日常的に目にする｡

我々はアフロ系アメリカ人が集 う教会やスポーツクラブなどをまわって対象者を求めたが､そこに集っていた人々はすべ

て､基地内に居住 し､地元住民とほとんど関係をもたない軍人 ･軍属であった｡定住するアフロ系アメリカ人を探 しえな
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かったのは､単に我々の機縁的な調査方法に限界があったのか､それとも現実に､アフロ系アメリカ人は軍人の身分を失

った後に沖縄で職を得て定住化することが困難なのか､ここでは断定することはできないo今後､定住アメリカ人と沖縄

人の関係を検討するときに残された課題である｡

アメリカグループについて残されたもう一つの大きな課題は､成人アメラジアンの分析であるO日系人 ･定住外国人と

沖縄人の関係に注目してホス ト社会としての沖縄を見ていこうとするとき､二つのグループのはざまに生きるアメラジア

ンの体験は､きわめて豊かな示唆を与えてくれるものとなる｡

台湾人については､戦略的-イブリディティの展開を可能にしてきた要素を検討することが課題 として残された｡今回

の調査から見えてきたこととして､彼 らは沖縄で最も定住歴が長く､さらに凝集性の高いフォーマルな同胞組織を編んで

きたこと､さらに自営志向が強く､言語習得や異文化体験に高い価値づけを置くハビトクスを持ってきたことが挙げられ

る｡それに加えて今後分析を進めるとすれば､職場や地域社会における沖縄人との関係についてである｡台湾と沖縄の間

には､双方向的な移住の関係の歴史があるO例えば本章で触れた琉球台医会は､台湾の医師と沖縄在住の華僑の医師のみ

ならず､植民地下の台湾で就学 ･就労した沖縄人の医師が参加するネットワークなのである0台湾 一沖縄間の双方向的な

人の移住と定住の体験が､沖縄人と台湾人の関係にどのような影響を及ぼしてきたのかは､興味深い分析テーマとなる｡

日系人については､他の都道府県で行われてきた日系人の移動と定住についての先行研究と照らし合わせ､ホス ト社会

としての沖縄の普遍性 と特殊性を明らかにしていくことが課題 となる｡ひとつの仮説として､就労の受け皿が小さい沖縄

では日系人の人口規模が限られることが､ホス ト社会としての沖縄を特徴づけているのではないかと考えられる｡インフ

ォーマルなェスニック･ネットワークはいくつか編まれているが､日系人の顕在的なェスニック･コミュニティは沖縄で

は今後も成立しないのではないだろうか｡日系人が集任せず､地域社会や職場においても異なる文化的背景をもつ他者と

して顕在化 していない状況は､一瞥すると､あたかも日系人がなんの齢齢もなくホス ト社会に溶け込んでいるかのように

見える｡しかし我々が調査で出会ったのは､沖縄人の容姿や姓を持っているのに日本言吾が喋れない ｢奇妙な外国人｣とし

て しばしばまなざされる日系人の葛藤であった｡違いを認め合って支えあう関係を結んでいくという社会的な課題は､沖

縄ではあまり光をあてられることのないまま残されている｡

研究の全体については､沖縄人と日系人 ･定住外国人の関係を問 うていく作業が必要であろう｡その上で､ホス ト社会

としての沖縄の社会的な課題を整理 していくことが､今後の課題 となる｡

語 り1)一成人アメラジアンのアイデンティティ

Alさんの語 り

(自分のことをアメリカ人と思いますか?)

｢ばりばり (そ う思 う)｣｡

(沖縄にいて､外国人であることを意識することはありますか?)

｢/＼-フだから､どっちにとられてもうれ しいような､悲 しいような｡アメリカ人は私を見て､『あ､日本人』とか､逆

に沖縄のおばぁに 『外人』とか言われて､あ､そ うかな｡まあ､確かに半分そうだけど､とても複雑な気持ちかな｡ ･普

通の外人だったら気づかないと思 う､自分に人権がないっていうのは. 日本語を読めるからこそ､何でつって｡｣(29歳

女性､アメリカ国籍､沖縄生まれ)

A2さんの語 り

｢お父さんが海兵隊を引退 したのは､妹がちょうど高校 1年になるときだったんですよ｡兵隊はいつも､3年､5年で引

越 ししないといけないんですけど､自分はもう高校は行っているから､妹もそうだし､引越 ししたくないと､それで引退

したんですけどDかわいそ うだけど､お父さん､本当は引退したくなかったはず｡その後､軍属になって､でも現地雇用

だから基地の病院は無料 じゃない｡でも､軍属だから､外国人登録できないから､日本の保険には入れなくて､今､ほん

と病院行きたいんだけど､怪我 してます､ほんとに行きたい｡･･･友達は､日本人､--フ｡アメリカ人が一番少ないと思

ラ (高校の同級生などはほとんどアメリカに帰ってしまったので)｡｣(23歳男性､アメリカ国籍､生後まもなく来沖)

A9さんの語 り

(アメリカ入ってい うのを意識することはありますか?)

｢自分は自分で､ハーフってわかってるから､それでいい｡でも逆に周 りからよく決め付けられる｡外人だから威張って

るでしょうとかO外人も､あんたは外人の真似 して､とか｡いまだにこんなことがあるO･･自分がショッピングセンター

歩いてると､だいたい警備が後ろから来るOスーパーで買い物 してるときも､大体警備が見えるところにいる｡｣

(基地内の学校ではハーフの子とアメリカ人の子は混ざり合って遊んでいましたか?)

｢ある程度は混ざってるんだけど､ある程度は離れてる｡自分なんかが乗 り越えたものと､この人たち (アメリカ人)那

乗 り越えたものとが違 うから.普段の遊びだと同じくらいの経験でも､(基地の)外のことが全然 (適 う)a･お父さんと

お母さんが結婚するとき､お母さんのほうのお じいちゃんが､外人と結婚するなら出て行けって｡お父さんのほうのおじ

いちゃんもすっごいアメリカ人で､WW2でも戦ってて､日本人と結婚するなら出てけって｡今はもう許していて､でも､

子どものころ (沖縄の)おばあちゃんの田舎に行ったら､その辺の人に外人､外人言われて､親戚も変な雰囲気で｡こん

なのも乗 り越えて､何でも乗 り越えられる｡｣(23歳男性､アメリカ国籍)

(語 り2)一台湾入の ｢進学｣｢留学｣｢自営｣志向

TIOさんの語 り

｢留学でアメリカに行くまでは､自分のアイデンティティは日本人っていうイメージがあったんですよDで､アメリカ行

って､人種の柑用で生活 していくと､やっぱりどうしても中国人としてのアイデンティティが目覚めてくるんですよねO
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日系社会も中国系社会も大きい社会なもんですから､その両方､見ていったときに､やはり中国系なんだなあと感 じる部

分があるわけなんですよ｡ -これ､なんだと思います り食べ物なんですよ｡中華店いくと､あっ懐かしい味だ､やっぱり

これが俺のルーツかなという感 じなのねO (日本国籍-の)帰化は､国際政治がどうなるかわからないですから､台湾

のより日本のパスポ- トのほうがよいと､子どもも日本の国籍に､とい うことでや りましたO｣ (42歳男性､31ii､日本

国籍)

T7さんの語 り

(チビもさん-の期待はどういうふ うにお持ちですか)

｢やっぱりグロ-バ リズムがほしいですよね｡(台湾人の家に生まれたから)台湾の文化.今度学校､社会に入 りますよ

ねOとの社会､どの国に行っても別によろしいですoアメリカに行ってもどこに行ってもよろしいですよね.ここ (沖縄)

で育っているので､沖縄人とも言えるし､台湾人とも言えるし､日本国籍だから日本人とも言えるし､インターナショナ

ルみたいな､そういうので育つように したいですね｡｣(52歳男性､1世､日本国籍)

T5さんの語 り

｢進路をどうしようかと思って､親父から台湾の大学も受けられるっていう話があったんだけど､ホームステイの､沖縄

タイムス (註 沖縄の地元紙)の留学の 1期生でアメリカに行った｡その前に､高校生のときにもアメリカに､これは

華僑の青年交流で行った｡それ らの交友関係がすごい広がり方をしたよねOそのときに知 り合った人が世界中に散らばっ

てて､オース トラリアにもアメリカにも (華僑が)いて､｢どこどこで何々がほしいんだけど集められんか?｣って｡そ

のバ ックグラウン ドには､父親が華僑 (1世)って言 う人がたくさんいて､僕 らのビジネス ･ネットワークも華僑の2,
3世の人たちが作った一つのネットワークですよO｣(36歳男性､2世､日本国籍)

(語 り3) -償 い分けられるアイデンティティ .台湾人の<戦略的-イブリディティ>

T8さんの語り

(あなたはどこから来たのって聞かれたら､なんて答えるんですか?)

｢臨機応変｡この人には日本人って言ったほうがいいなと思ったら日本人｡この人にはふたつ (台湾人 ･日本人)言った

ほうがいいと思ったらふたっ｡中国で商売をしようと思ってるんだけど､中国では､今､台湾なまりの中国語っていうの

が流行なの｡お しゃれな､あるいはえげつない｡大阪弁みたいな感 じ｡僕はぜんぜんなまりのない中国語もしゃべれるか

ら､最初､中国人に ｢日本人｣って自己紹介 してなまりのない中国語 しゃべってたら､日本人って甘く見られてお金を高

めに言ってくるから､｢台湾人｣っていうことにして､台湾なまりの中国語でべらべらしゃべって｡とにかく臨機応変に｡

-今は台湾より中国にうまみを感 じる｡オ リンピックも上海博覧会もある｡稼げるぞ｡ここでやったるぞ-つて大陸だか

らね､島国とぜんぜん違 うもん､走っても走っても陸だよ｡自分はもう蟻だよ｡蟻にも満たないくらい｡その中でがんば

れるっていうのはやっぱり旨みがある｡｣(35歳男性､1世､7歳時に来沖)

T5さんの語 り

｢(僕ら2世は)どっちかといえばバイカルチャー｡両方の習慣や文化を持ち合わせてるから｡華僑とい うより倭備に近

いと感 じるときもある｡｣(36歳男性､2世､日本国籍)

(語 り4)一 日系ブラジル人､ペルー人の来沖プロセス

B6さんの語 り

｢父が小さいときからずっと､自分は長男で日本にどうしても帰らなきゃいけない､そ ういう風に約束 してきたからその

つもりでいなさいっていうような言い方をしていた｡ (戦争の後だから)お友達とか学校の先生とか､みんな (沖縄行き

に)反対だったO(戦後)12年くらいたってから来たのDまだ掘っ立て小屋みたいな､バラックの家で､ちゃんと水が出

なくて｡いろいろ不自由はあったけど､来てよかったと思 う｡向こうに､ブラジルにおったらそのまま､何の変化もない

まま､のほほんとね､過ごしたかもしれないDここにきて､貧 しい生活見て､戦争でみんな打ちひしがれてるでしょ｡(自

分自身の夢)､何や りたいとかいっぱいあったけどね､希望もいっぱいあったけどね､言えなかったですよO｣(70歳女性､

2世､日本国籍)

P5さんの語 り

｢まず親戚の紹介で､群馬の工場｡姉 と､自分と､あと3名､同じ職場だったから､ほとんどスペイン語使って､あっ

ちのお じさんもう怒って､日本語でしゃべ りなさいという｡両親も､何で日本にいるのにこんなになってるか､もう今か

らスペイン語 しゃべらないとか言って､怒って､スペイン語つかったら1回 100円､お金払ったんだから｡｣(32歳女性､

2世､ペルー国籍)

P7さんの語 り

｢フジモ リ大統領っているでしょ｡日系人が大統領になることにあんまり賛成 しない人たちとか､いっぱいいたわけ｡お

父さん､いつも危ないって言ってね｡静かなはうがいい､あんまり顔､見えないほうがいい｡｣(53歳男性､2世､日本

国籍)

(語 り5)一 日系ペルー人､ブラジル人の南米における<エスニック ･ネットワーク志向>とくローカル ･ネットワーク

志向>

Plさんの語 り
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｢友達は､遊ぶのもみんな日系だし｡親戚集まってもみんな日本人だし｡地元の人とは､付き合いなかったからねえ｡｣
(29歳女性､3世､日本国籍)

P6さんの語 り

｢自分でも､あんまりペルー人と友達 しないようにっていうことはあったんですよね､小さいころ.なんか泥棒とかさ.

友達になってお うちにつれてくると､なんか､なくなるんですよ｡おもちゃとか｡それで､遊ばんように｡｣

｢住んでいる地域はほとんどペルーの人で､普段はこうい う人たちと関わりは多いんですけど､週末は日系人とかかわり

を持つんですよね｡日系人は沖縄の人､多かった｡内地の人に沖縄の人が馬鹿にされてたらしいんですよ｡で､沖縄県人

会っていうか､沖縄人同士のグループ､集まりがあって､沖縄出身者で固まったんですよD日系人の友達同士でもスペイ

ン語でしゃべってました｡｣

(ラ ･ウニオン校で日本的な行事はありましたか?)

｢ウン ドゥカィ､フォークダンスやって､日本の国歌歌って､赤 ･白みたいなチームが､明治 ･大正 ･昭和チームだった

んです｡あと､こどもの日のこいのぼりとか｡｣
(38歳女性､2世､ペルー国籍)

P2さんの語 り

｢通っていた学校でス トライキがあって､で､ラ ･ウニオン校に転校 した｡あんまりね､行きたくなかったよ｡もう学年

が始まっていて､ほかの学校は受け入れてくれなかったから､でもラ･ウニオンは知 り合いがいたからO前の学校は国立

学校で､みんなお金がない｡ラ ･ウニオン校はお金持ち｡みんな､遊びぽっかりで｡ぜんぜん違 うから､やっぱりちょっ

とショックだったんですよね｡ペンもノー トも高級品で､私は地味なので行ってみんなに見られた｡今考えたら､ラ･ウ

ニオンの人に比べたら､ペルーの人､友達､みんな温かい｡人間的な温かさがあるんですよね｡｣(38歳女性､2世､日

本国籍)

B6さんの語 り

｢お じさんおばさん､両親は日本人で､自分はブラジル人と思ってましたね｡白い子も黒い子もみんないっしょに遊んで｡｣

(70歳女性､2世､日本国籍)

(語 り6)- 日系ペルー人､ブラジル人の沖縄における<エスニック ･ネットワーク志向>とくローカル ･ネットワーク

志向>

P4さんの語 り

｢ペルーの独立記念 日は､ペルーの国歌歌って､ペルー協会の会長挨拶 して､ペルーのダンス踊って､そのあとパーティ

ー｡家族でも､正月､バ レンタイン､母の日はパーティー しますO独立記念 日は 100人くらい集まりますOほかにも友

達とパーティー､ペルーの料理作って､踊って､楽 しいよO｣(45歳男性､2世､ペルー国籍)

B4さんの語 り

｢日本に来てからは､日系ブラジル人とはできるだけ付き合わないようにしてた｡日本語覚えるために｡こっち来てから､

ちょっと飲もうとか深く付き合ってるのは全部日本人｡独立記念 日とかもしてない｡沖縄のお祝い事だけ｡｣(34歳男性､

2世､日本国籍)

(語 り7)一外国人としてまなざされる体験とアイデンティティ

P5さんの語 り

｢ペルーにいたら日本人､こっち来てからみんなペルー入って言 うし､だから､もうねえ､自分の国､作ろうかな- (笑)O

こっちで (沖縄で)何回もいじめられたことある｡お友達は､叩かれて入院 したこともある｡自分たちだけの国､作るか

な-と思って｡こんなこともあった｡｣(32歳女性､2世､ペルー国籍)

Plさんの語 り

(ペルーにいたころは､自分を日本人と思っていたんですよね)

｢こっち来てから､やっぱり周 りがねえ｡『あんたはペルー人でしょ』とか言 うから､『あー､私はペルー人なんだ』とか､

思 うようになる､だんだん｡洗脳 じゃないんだけど､あー､そうやって見てるんだな-とか｡｣(29歳女性､3世､日本

国籍)

(語 り8)一 日系ブラジル人の就学をめぐる体験

BIOさんの語 り

｢教育委員会に申請 しに行ったんですよ｡(子どもの入学の)許可をもらいに｡なんかちょっとショックを受けたのはで

すね､僕 らは､国民とい う気持ちが強いんですよ｡で､向こうとしたら､君らは外国人だから､(公立学校で)勉強する

義務はないと､そ うい う表現だったのね｡僕は驚きましたね､教育委員会の対応については｡｣

(語 り9)一 日系ペルー人の帰化をめぐる意識

P2さんの語 り

｢帰化 したらすぐ職場の人に呼ばれてね､『ああ､あなたも (私たちと)同じ日本人になったよ｡』って言われて｡別にい

いんだけれど､私､気持ちは変わらないよ､同じ日系人と思っている｡｣(38歳女性､2世､日本国籍)
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(語 り10)一 日系ブラジル人の南米時代の日本イメージ

B8さんの語 り

｢日本人みなまじめとか､親切､日本ではもっといい生活できるよ､とか､泥棒いない､嘘つく人いない､離婚する人も

いないとか｡ 日本に来たのは96年なんですよ｡ブラジルでやっててち (インフレで)きりがないからもう､引き揚げよ

うってことで｡｣

(40歳女性､3世､ブラジル国籍)

(語り11)一 日系ブラジル人の来沖当初の印象

Blさんの語 り

｢自分の (ブラジルの)家には天皇陛下の写真がありました｡テレビのイメージで､(日本は)金持ち､教育がしっかり

している感 じで｡12歳で (沖縄に)来た当時の印象が､周 りが何もなく､サ トウキビ畑Oこんな山に連れてこられて､

親を憎んだりとか､そういうのが強かった｡お釣 りが返ってくるような トイ レで｡サンパウロ､大都会だったのに｡｣(39
歳男性､3世､日本国籍)

(語 り12)- 日系ペルー人にとって意外な沖縄での親族関係

P2さんの語 り

｢(沖縄に来てから)沖縄の親戚と連絡を取るってことは､少ないです｡ペルーの人 (日系人)から見たら少ない｡ペル

ーにいたら､親戚とはしょっちゅう連絡取 り合 うけど､日本人は､少ないですね｡1年に2回､お正月とお盆くらいo｣

(38歳女性､2世､日本国籍)

P4さんの語 り

｢ペルーでは働いて､給料もらって､友達とか親戚とか､(仕事のあとに)あっちこっちいったり来たりしますよね｡沖

糸臥 こんな､できないよ｡仕事終わったらもうまっすぐお家さ｡ペルーだとそんな日はないよo毎日 (親戚の家に)行っ

てるよO仕事終わって､親戚のところ行って､また友達のところ行って映画見に行ったり遊んだりOペルーのほうが楽 し

い｡ペルーで､親戚のところで刺身を食べました｡沖縄では食べてないのにね｡｣(45歳男性､2世､ペルー国籍)

(語り13)-アメリカ人､台湾人による沖縄-のメッセージ

Alさんの語 り

｢沖縄の人には､もうちょっと沖縄だけを見るん じゃなくて､アジア全体を､全体的に自分がどういう役割を果たしてい

るのかを見てほしい｡そして､自分の悩みがいかにちっぽけかってことを､その意職を高めてほしいo太平洋地域という

スケールで仕事をしてて､(沖縄に)帰ってくるとモノレールが赤字とか､スケールの違いにギャップを感 じる｡｣(29歳

女性､アメリカ国籍)

T5さんの語 り

｢沖縄の人には敏感になってほしいO他力本願なところがやっぱりあるから.沖縄はどうありたいって聞かれたとき､毅

然とした答えがありますか?情報あるのにひろわない､どうにかなるさっていう時代 じゃないのにD難 しいけど､僕 らの

世代が立ち上がらないと未来はないよ｡僕 ら2世の華僑はみんな同じ思い持っている｡｣(36歳男性､2世､日本国籍)

(語 り14)一台湾入による自治体-の提言

T4さんの語 り

｢日本語にとらわれないところが (米軍基地だけじゃなくて)もっと広がったらいいと思 うo外国人は意見を聞いてもら

えるところがあまりないと思 う｡選挙権さえもないし｡外国人がどうしても固まってしまう､フィリピンの社会､イン ド

人の社会､台湾人の社会｡自治体が外国人どうLをつなげるような地域交流をしたらいいO子どもだったら児童館に集ま

るとか､老人だったらデイケアに行くとか｡この調査だって､外国人という枠を作っていますよね?あの人が外国人､じ

ゃなくて､いろんなェスニックの人たちが､一緒に集 う場所､一緒にできる場所が､ひいては社会を豊かにするんじゃな

いかな｡ 日本の社会をO｣(29歳女性､1世､日本国籍)
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