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第5章 沖縄におけるペルー日系人の文化変容
国吉サオリ

1.はじめに

沖縄県からは戦前戦後に多くの人が移民として世界へと出ていった01980年代後半頃に､日本へのデカセギブームに

加え､ペルーの経済不況や治安の悪化が目立ち､移民の子孫である日系人の多くが祖先の地を求めて戻ってきた｡そんな

彼 らは､沖縄に 10年以上と長期滞在 し定住 してきているDこの章では､ペルー 日系人1がベル-で身に付けた文化が越

境によりどのように変化 したのかをみていくことを通 して､沖縄に定住する外国人が抱える文化の問題を考えてみたいO

その際､ホス ト社会に入ってくる者をホス ト社会の価値や行動様式-の適応へと押 し流す文化支配のメカニズムを明らか

に したいO以上のことから､｢生活様式としての文化｣がアイデンティティを表象する側面に重点を当ててみようと思 うo

この視点について､谷富夫氏の言葉を借 りると ｢民族の自他を区別する為の目印を文化指標(culturalmarker)とい う｡

例えば､アメリカ社会でもっとも重視 される文化的指標は言語､宗教､膚色などである｡在 日韓国 .朝鮮人の場合は､名

前､言語 (朝鮮語)､国籍などである｡ しかし､通名-日本名を使用 している人は全て朝鮮人としてのアイデンティティ

が稀薄であるとは限らない｡指標機能を持つ 『文化』は他にもたくさんある｣ 2と説明 している｡その為に､個人の生活

にもっとも基礎的な社会領域 と考えられる､家庭生活､友人関係､エスニック ･ネ ットワーク-のアクセスに注目し､彼

らの生活様式としての文化を探っていく｡今回の調査は､12人の対象者に加え 2004年度に入って筆者 自身が調査を行

なった 2人の方々を合計 して 14ケースと少ないものである｡また､機縁的に探 した場合も多く､調査結果にある程度の

偏 りがあると思われる｡分析する際に対象者のプライバシーの為名前を伏せ番号で呼ぶこととする｡また､対象者の番号

にペルーとい う意味でPと記述する｡

2.分析から見えてきた生活様式としての文化と民族関係

2-1.家庭生活
対象者全員､ペルーでの家庭言語はスペイン語であるが､祖父母や 1世の両親の影響により日本語の挨拶や片言の単語

を生活の中に取 り入れ られていた｡ペルー社会で暮 らしながらも､彼 らは特に小さい頃に凝縮 した日系社会で生活 し､｢正

直｣｢勤勉｣｢清掃｣｢礼儀｣の 4つの柱をもとに家庭で子供達をしつけた｡そのなかで､｢日本人以外 と遊ぶな｣などと

その後の人生の人間関係をめぐるしつけも取 り入れ られていた｡それは､移民者がペルーに来た当時の差別体験の記憶が

反映 しているのではないかと思われる｡更に､ウチナーンチュ-なのかナイチヤ-なのかと出身地にも拘 りがあった｡し

か し､｢誰とでも対等に接 しなさい｣とい う例外のケースもあった｡現地のペルー人と異なる家庭文化 として､仏壇があ

った｡それは､親戚を中心に集まり､特別な時にしか出されない 日本料理 (主に沖縄料理)が出されるものであった｡し

か し､対象者全員にとって関心をひかれるのはご馳走料理であった｡彼 らは家族揃って食事を取ることを習慣にし､親戚

とはタノモシや仏壇関係の行事だけでなく､頻繁に会って､非常に親 しい親戚関係を築いていた｡しか し､沖縄に来ると

両親や夫婦が共働きし､子供たちが平 日だけでなく週末まで部活やアルバイ トなどで家に帰る時間が遅かったり､お互い

の休みが合わなかった りする｡結局､家族で過ごす時間が減 り､ペルーで築いた家族関係が持てず､その結果 としての親

子間でのコミュニケーション不足が様々な面に影響 しているようである｡そのことに関して､日本での生活のリズムに不

満を隠せない人は何人もいる｡だが､家族の安全性を心配 しなくてはならないペルーよりも治安の良い沖縄の方が暮 しや

すいのだとい う｡沖縄生活でゆとりの時間の無さは日系人の家族生活のあり方を変化させているのであるが､全てのライ

フスタイルが変わったわけではない｡彼 らは今でも､沖縄においてペルーからの親戚との繋がりを維持 しているのである｡

また､調査 した中では､沖縄の親戚と仏壇関係や結婚式以外の行事でもモアイなどを通 して親戚 との交流を図っている人

もいるO家族での過ごし方が変化 したあとの穴埋めとして､ペルーからの親戚との交流が位置づけられている為､ペルー

からの親戚 との関係性のあり方は沖縄でも維持されているようである｡また､文化的行事としてのモアイや仏壇関連行事

は日系人と沖縄の親戚 との交流の場を提供 しているようである｡では､文化の基礎的社会領域 として考える人間関係につ

いて次でみていく｡

2-2.友人関係
学校生活での友人関係をみると､日系学校に通っていた人は日系人の友人が多くいる一方､国立学校に通っていた人は

現地の人の友人が多くいた｡例を挙げると､P2は中学校 2年の時国立学校からラ ･ウニオン校に転校 したが､日系人の

価値観のズレと学生の雰囲気に慣れず､他の学校で友達を作って中 ･高校生生活を過ごしたとのことである｡その逆の移

動をしたケースでは､P14は沖縄に来る前､小学校 4年の頃にラ･ウニオンから小さな国立のカ トリック学校に転校 し､

そこで人間関係に関 してたくさんのことを学び､ラ ･ウニオンよりも楽 しく過ごしたと語る｡P14は学校から遠 くに住

んでいたこともあり､授業を終えるとすぐ家に帰っていた為､学校の外で同級生と接 したことは無いとい う｡p4の場合

は日系学校に通いながらも日系人よりも現地の人と遊ぶことが多く､日系人 とは沖縄県人会館でサ ッカーをして毎週 日曜

日だけ遊んでいたとい う｡ペルーではサッカーは国のスポーツとされる為階層や肌の色に関係なく少年から大人まで幅広

1通常､ペルー国籍の 日系人を ｢日系ベル一人｣と称するo Lかしこの呼称では､現実に増加 してきた､帰化をした人々

がとりこぼされてしま う｡本稿では､帰化 した人と､帰化 していない人の両方を含む､｢ペルーから来た日系人｣とい う

意味で ｢ペルー 日系人｣とい う用語を用いる｡

2谷富夫 ｢定住外国人における文化変容 と文化生成｣宮島喬 ･加納弘勝編 『国際社会② 変容する日本社会と文化』東京
大学出版会､2002年､201-202頁
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く好まれるスポーツである｡P4はごく普通の少年と同じようにサッカーが好きで､サッカーに没頭する時間が多く､放

課後隣近所の現地ペルー人とサッカーをすることは日常の習慣であった｡そこで彼らと友好関係を作り同じサッカー仲間

として彼 らと接 した｡その逆に､PIOは私立の学校に通いながらも現地のペルー人と遊ぶことは無く､日系人だけで遊

ぶことが多かったとい う｡PIOが通っていた中学校はドイツ系の学校であり､生徒の 60%から70%はドイツ系､15%
から20%は日系と中国系､現地のペルー人はわずかに 10%であった｡また､小学校は日系学校に通っていたこともあり､

休みの日は日系学校からの友人と集まって､ラ･ウニオンに遊びに行っていたとい う｡大学 ･専門学校や予備校に通った

人は､エスニックグループの壁を越えて日系人に限らず幅広く友人関係を築いているが､そのときに､小 ･中 ･高まで日

系学校に通っていた人は新 しい環境で現地ペルー人との接 し方に戸惑ったとのことである｡日系学校でもペルー人と友人

関係があっても､日系学校にいる現地ペルー人はある程度 日本人の-ビトウスを知った上での接 し方であり､何らかの形

で彼 らに合わせて按 していたことから､異なる環境でのペルー人と接する際戸惑いを隠せない状況にあった｡

移民者たちが築きあげた日系社会で彼 らは､祖国から持ち込んできた文化 ･習慣 ･道徳 ･価値観の子孫-の継承を図っ

ていた｡その為､世代によって異なるがペルーにいる頃から沖縄-の憧れや親近感を持ち､沖縄に特別な想いを抱いてい

た人こそ､沖縄社会の受け入れ姿勢に失望するのである.現実を目にした彼 らはペルーでイメージとして出来あがってい

た日本人像が崩れ､ペルーと異なったかたちの人間関係が結ばれていくようになった｡現在､沖縄にやってきた対象者の

全員に､日系人 ･日本人両方の友人がいる｡また､ラテン系の人とも関係を持つ人もいる｡こうしてみると彼らは越境に

より､以前にあった"日系人"から脱皮 し､外の世界をみつめ直し､広い視野をもって人間関係を築いているように思われ

る｡確かに､P6を除いて全員は日本人よりも日系人の友人と過ごす時間がはるかに多い｡ しかし､それは 80年代後半

～90年代半ばの頃と違って組織的な結束力の強い集まりではなく､気の合 う友人同士で､そこには日本人も含まれる集

まりだったりする｡彼 らは､集まって食事をしたり､世間話をしたり､踊ったりして一緒の時間を楽しむのである｡特定

した場所は特に無く､誰かの家であったり､海であったり､どこかの駐車場であったり､サルサバーであったりする｡し

か し､頻繁ではないが彼らが共通 して足を運ぶ場所としてDレス トラン･Pレス トラン･北谷のナイ トフリーマーケット

やサルサバーがあげられた｡世代によって集まる場所は異なるが年齢を問わず幅広く利用されるのはPレス トランとDレ

ス トランである｡また､若い日系人が良く集まる場所はサルサバーである｡そこで､ラテン音楽にのって踊り､ペルーの

国民性が持つユーモアのセンスで会話 し､仲間に囲まれて彼 らが持つ独特な雰囲気をつくり､またそれを楽 しむのである｡

彼 らは日本とペルーの両文化がバックグラン ドにある以上周囲との文化や意識の違いを当然感 じることがある｡それは､

ペルーの人は ｢ずるい｣｢怠け者｣｢テ-グー主義｣｢リベラルな性格｣｢盗み｣｢人-の気遣いが無い｣とあげられた｡ま

た､沖縄での人間関係における文化や意識の違いをも感 じている｡ P6以外の全員が文化や価値観の違いを感 じているO

具体的にみると ｢男女の付き合い｣｢ユーモアの違い｣｢笑 うツボの違い｣｢楽しみ方｣｢家族の繋がり｣｢食事｣｢祝いの仕

方｣｢金銭的な価値観｣｢人との接 し方｣｢物事を垂直に言わない｣｢仕事に取 り組む姿勢｣｢本音と建て前｣などである｡

こうしてみると､彼は ｢男女の付き合い方｣｢ユーモアのセンス｣｢人との接 し方｣｢家族の繋がり｣などという人との接

し方､人間関係のあり方の違いを感 じているのである｡彼 らは､ペルーで日系社会のなかで暮らしながらもペルー的な人

間関係のあり方を築いていたようである｡このように彼 らの間でしか理解 し合えない文化や意識を顕在する場所としては､

家庭以外にエスニック ･ネ ットワークであると考えられる｡そのことに付いては以下でみることにする｡

2-3.エスニック ･ネットワーク
今回の結果から､殆 どの対象者はラ･ウニオン校あるいはラ･ビク トリア校のどちらかの日系の学校で教育を受けてお

り､その他の人ではラ ･ウニオン運動所に通いそこでスポーツし､またそこで開催されるダンスパーティに友人や従兄妹

と一緒に参加 していた｡学生ではない人でも施設内にあるレス トランやカフェなどを利用する目的で会員となったりする｡

そこで､モアイや婦人会の集まりが催されていた｡また､沖縄県人会を利用するのは 1世や 2世が多く､ゲー トボール

や紅白歌合戦を観る為に足を運んだりする一方､ラ･ウニオンと比較 して少ないが若い世代は､サッカーをする為に通っ

ていた人もいる｡先にもでたが､日系人同士でモアイをしていた｡(現地ペルー人も一緒にモアイに参加するケースもあ

った｡)この結果からは全員が何 らかの形でエスニック ･ネットワークに加わっていたことが分かる｡

沖縄に目を向けてみると､エスニック組織に関わっている対象者は 14人中8人であった｡昔は参加 していたが今はし

てないとい う人 もいる｡残 りの 6人は日系のサッカーチームに属 していたり､コザペルー会に参加 したりする｡サッカ

ーチームはO ICの海外研修生や米兵チームと試合をしながら国際交流を図っている｡コザペルー会は､ペルーに移民し

た 1世やその子孫を迎える為の親睦会が始まりで､ペルーの独立記念 日パーティを開催 している｡今 日では､全島に広が

る300人近くの会員がいる｡コザペルー会の会員 2世は協会の行事と別で月に一回にモアイをして集まっている｡現在､

エスニック組織-の参加は2世が積極的に活動 してお り､その次の世代である3世 ･4世の参加は殆ど見られない｡対象

者の語 りでは､｢興味が無い｣｢活動の内容が分からない｣｢存在を知らない｣などがあった｡先述 したように､日系人は

以前にあったエスニック組織 とい うフォーマルな集まりから気の合 う仲間同士で集まるようなインフォーマルな形に変

わっている｡それは､ペルーであったような機縁に限られたものではなく､日本人も含む開かれたネットワークが図られ

ているのである｡次の項 目では､これまで見てきたような生活様式としての文化の変容が彼らのアイデンティティにどの

ような影響をもたらし､またアイデンティティがどのように変容 したのかをみていく｡

2-4.アイデンティティ

ペルーでは自分を ｢日本人 ･日系人｣としての意識があったと答えた人は､14人中 6人､そのなかで､｢複雑な感 じ｣

｢バラバラ｣と思っていた人もいた｡｢ペルー人｣と答えた人は 14人中 6人､しかしここでも､はっきりとした自覚で

はなく ｢分からない､でもペルー人｣｢自分でも､知らないでもペルーに生まれたからペルー人｣｢深く考えたらどっちで

もない感 じがするけど､ペルー人｣とどっちつかずの立場がみられる｡また､｢考えたこと無い｣｢特に意識 したことが無

い｣と答えた人は 14人中 2人で､P13とP14であった｡2人に共通する点として､家族や親戚に囲まれた環境で生活
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していたことと､小学校中退で沖縄に来沖 していることがあげられる｡家族や親戚以外の人と接する機会 といえば学校で

の授業時間に限られていたO放課後や休 日は殆 ど家族や親戚 と一緒に過ごしていた.つまり､家庭環境の外での生活経験

はなく､現地ペルー人との接触が殆 ど無かったOよって､アイデンティティを自覚するための重要な役割をはたす r他者｣

との出会いがなかったとみ られる｡P14は､沖縄に来る前ペルーの国立の学校に転校 している｡そこで初めて周囲から

｢ハポネシタ｣(日本人)と言われ､周 りから "見られる"体験を初めてするのだが､学校生徒の受け入れが良くすぐに

解け込んだのである｡P14の場合は現地ペルー人 との衝突も無く､教室で周 りに助けられアイデンティティを特に意識せ

ずに過ごした｡転校先の国立学校 とラ ･ウニオン校 との学生の価値観や意識の違いを感 じ､物に拘 らない気楽な学生達の

態度に好感を持ったのである｡こうした価値観の違いについては､Pl･P4･P5･P12･P13の 4人は ｢特に感 じない｣
のに対 して､残 りの 10人は ｢違いを感 じる｣とい う｡具体的にどうい う違いがみられるかというと､ペルーの人は ｢ず

るい｣｢怠け者｣｢テ-ゲ-主義｣｢リベラルな性格｣｢盗み｣とあげられたO日系人は家でペルー人と対照的な ｢正直｣｢勤

勉｣｢清潔｣として族けられた為､その違いを強 く感 じているのである｡ しか し､必ず しもベル一人全員がそういうわけで

はない｡何人かの対象者は､ペルー人が置かれている環境で生きる為の手段 として身に付けた知恵であると理解 し､同時

に残念なことであると受けとめている｡また､同じ日系人でも､ペルー人との違いとい うよりも日系人との違いを感 じて

いる人もいたoP3･P7･P12は､ペルー人の多い環境で生活 し､彼 らとの長い付き合いにより日系人との意識の違い

を感 じるようになったのである｡それは､｢グループに縛 られた行き方｣｢考え方が狭い｣｢神秘な謎の文化に止まる｣｢率

直に物を言わない｣などがあげられた｡これは 1世が持ち込んだ､地縁 ･血縁的な件の精神と ｢ペルー-移民 し､言語 ･

文化 ･社会-の適応の困難や 1世の記憶に刻み込まれた反 日運動の経験が日本人を固まらせる結果を生んだ｣ 3恐怖の記

憶 として残った反 日運動がもたらした結果である｡恐怖の記憶は日系人の政治参加-の抵抗を生み出し､1990年のペル

ー大統領選挙の結果でも現れたOフジモ リ氏が得た投票数は日系人の投票ではなく現地ペルー人の投票であった｡今回の

調査はそのことに関連する語 りも得 られたのである｡

では､越境により彼 らのアイデンティティがどうい う変化を遂げたのかを以下で紹介する｡現在の自己意言削こついてみ

ると ｢微妙/半分半分｣などのペルー人なのか 日本人なのかと分からない人は 14人中2人｡ 自分自身は ｢日系人｣と思

っている人はP2･P9･P13の 3人であった｡ しかし､ここでも ｢はっきりしない｣｢決めきれない｣｢中等半端｣な立

場を ｢日系人｣とい うかたちで表わすケースはいくつもあった｡はっきりと ｢ペルー 日系人｣としての自己意識を自覚 し

ているのはP13の 1人であった｡このケースを分析 してみると､8歳までペルーで暮 らし､その後沖縄で生活 している｡

幼い頃に来押 し1年 もしない うちに一般的な会話ができるようになり､特に大きな問題も無く周囲に慣れるのが早かった

とい うO学校では部活に入 り､家族より学校の友達 と過ごす時間が長かった為､気付かない うちに日本人化 していった｡

小学校を卒業する頃､一度両親 とペルーに戻る機会を得ている｡ペルーに戻 り､そこで過ごした経験から内面化 していた

民族的なアイデンティティが顕在化するのである｡ペルーに戻って以来p13はそれまでの物の見方､人間関係や家族-

の姿勢が変わったとい う.母国で､ペルーの文化 ･習慣 と再会 し､民族的なアイデンティティを再認織 したことによりペ

ルー人として自覚をもつのである｡また､以前のアルバイ ト先では米軍基地のラティーノと交流することで､更に自己意

識をはっきりと意識するようになったとい う｡それは､彼 らと同じベル一人あるいはラティーノとしてではなく､｢ペル

ー 日系人｣としての意識を強 く持つようになったとい うことである｡P13は ｢ペルー 日系人｣であることを誇 りに思っ

ているのだとい う｡沖縄で､他者 との出会いによりアイデンティティが確立されたのである｡P3･P5･P14の 3人は

｢ペルー人｣としての意識があるO14人中 5人は ｢ウチナーンチュ-/ 日本人｣としてのアイデンティティを持ってい

る0 1人 1人を見てみると､P6は､沖縄での長い暮 らしにより沖縄への愛着を持っているO昔､日系人の友人が多かっ

たが､今はウチナーンチュ-との付き合いが多い｡好きな仕事をしながら教会で出会ったウチナーンチュ-の妻 と幸せに

暮 している｡P8は 1世の方であり､ウチナーンチュ-の友人もいれば日系人の友人もいる｡両方ともうまく付き合って

いる｡夫は同じ1世､ペルーで結婚 して子供 2人とともに引き揚げてきている｡本人はウチナーンチュ-との意識の違

いを実際に感 じながらも､ウチナーンチュ-としてのアイデンティティを持っているのだとい う｡ PIOは 2世の方であ

り､息子と一緒に呼び寄せにより本土から沖縄にやってきた｡ PIOはP8と同様で周囲との意識の違いや周囲からの外

人としての扱いを受けるが､ロ本人としての意識を持っている｡ Pllとp12は沖縄で沖縄の音楽や伝統芸能 (祖父母の

文化)との出会いによりウチナーンチュ-としての自覚に芽生えたケースである.｢世界人｣と答えた方はP7､1人であ

るO彼はペルーからE)系社会 とそれ程関わ りを持たなかった｡中学校からペルー人に囲まれて生活 し､大学卒業後 リマを

出てチクラシヨ州などと転々と移動する｡27歳の時ペルーからブラジル､アルゼンチン､ウルグアイ､エクア ドル-仕

事の為に渡る移動の多い人生を歩んだ方である｡移動先でペルー人である妻と出会い結婚 し､2人の子供に恵まれている｡

p7のボーダーを超える人生から ｢世界人｣としてのアイデンティティが芽生えたといえるのではないか.今回の調査で

は､越境によるアイデンティティの意識は様々であるが､ホス ト社会で外国人としてみられるとい う経験からアイデンテ

ィティの変容をもたらされるのであった｡

3.まとめ
沖縄に在住するペルー 日系人の家族のあり方､友人関係､エスニック ･ネットワークを生活様式としての基礎的な社会

領域の場としてみてきた｡彼 らは､移動により ｢民族的アイデンティティが世代から世代への継承される重要な場とする

<家族>｣ 4のあり方は日本社会での時間的なゆとりのなさを家族の成員ひとりひとりの生活 リズムをバラバラにし､家

族においての文化継承を妨げているのである｡他方では､治安の良さは個人を安心させ外での行動を多くさせる｡家族 と

過ごせない分対象者はペルーからの従兄妹 .親戚や 日系人の友人と一緒に多くの時間を過ごす｡ このような､集まりは

3 ビク トル ･ヤマモ ト ｢報告二 フジモ リ政権 と二世の政治参加｣柳田利夫編 『リマの日系人』1997年､明石書店､3
44-347頁を参照｡

4 谷､前掲論文､202頁O
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90年半ばまで存在 したエスニック組織と違って､"気の合 う"仲間や友人同士で誰かの家､海などと場所を特定せず集ま

るようになっている｡その繋がりは日系人だけで固まるような閉鎖的なものではなく､沖縄の人も含む開かれたネットワ

ークを築かれているOつまり､フォーマルなネ ットワークからインフォーマルなネットワーク-と形を変えて沖縄の人を

含む同胞の繋がりを維持 しているのである｡今回の調査では､彼 らが足を運ぶ幾つかの共通の場所がみられた｡こうして

集まることで彼 らは交流の場をつくり､民族的なアイデンティティを鎖在化 し､または獲得するo彼 らの-ビトウスを発

揮できる場を築きあげているのである｡対象者のなかには､こうした場を通して民族的な体験をし､日系人としての民族

的アイデンティティに目覚めたというケースもあった｡また､獲得 した民族的なアイデンティティを日系人の友人と過ご

すことで維持されていることが分かる｡ しか し､日系人としての民族的なアイデンティティに芽生えるだけでなく､｢ウ

チナーンチュ-/ 日本人｣としての民族的アイデンティティに芽生えたひともいる｡｢祖先との繋がり｣においてウチナ

ーンチューと一体化 し､そのことに誇 りを抱いて生きてきた人は､沖縄社会からの ｢外国人｣としての眼差 しがあっても､

祖父母に聞いていた沖縄の音楽 (三線)を聞き､懐かしさを感 じ､心を揺さぶられる何かに弾かれ共感を覚え ｢ウチナー

ンチュ-｣としての自覚を持つのである.更に､｢自分は何人と思っていますか?｣という質問に対して､｢自分はペルー

人であり､日本人ウチナーンチュ-でもある｣多元的アイデンティティを指すはっきりした答えは無かったが､回答者の

さまざまな表現からは､状況により自己意識を変えていったことが読み取られる｡つまり､彼 らは､｢複数のアイデンテ

ィティの選択肢を持って状況によって使い分ける､社会的適応の為の<健全な選択肢>｣ 5をしているのである｡祖先の

地で受け入れてもらえなくても､日系人はペルーで獲得 したハイブリッドな文化を抱え､時には ｢ペルー人｣､時には ｢ウ

チナーンチュ-｣､時には ｢日系人｣のアイデンティティを戦略的に選択 しながら沖縄社会で生活しているのである0

4.結論
グローバル化の進行により沖縄の社会構成員がはっきりと多様化 しつつあるO社会構成員の多様化が進むにも関わらず､

ホス ト社会の文化支配が持つ力はまったく緩まない｡そのようななかでも､日系人は沖縄での長い暮らしにより ｢日本人

と変わらない｣行動様式を身に付け､地域や職場などでは日系人としての行動様式が成 り立たない条件の下で戦略的に日

本人と変わらないような行動様式をとりながら生活 している｡また､他方では､家族､友人関係やネットワークを通して､

民族的アイデンティティを ｢『継承一獲得』『顕在一混在』｣ 6させているのである｡このようにして日系人は沖縄でホス ト

社会とは異なる文化の担い手として生活を営んでいるのだが､そのことと沖縄社会の文化状況が変わることとはイコール

ではない｡日系人が自らの民族的アイデンティティを顕在化させ られるのはあくまで私的な場面でのことであり､地域や

職場のような公的な場では潜在化させざるを得ないのが現状だ｡ここに見られるように､ホス ト社会の支配文化のメカニ

ズムは､自らの文化の優位性を壊 さない仕組みを作 りあげているのである｡

参考文献
谷富夫 ｢定住外国人における文化変容 と文化生成｣宮島喬 ･加納弘勝編 『国際社会② 変容する日本社会と文化』東京大

学出版会､20020

ヤマモ ト,ビク トル ｢報告二 フジモ リ政権と二世の政治参加｣柳田利夫編 『リマの日系人』明石書店､19970

5 谷､前掲論文､206頁0

6谷､前掲論文､201頁｡
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第 6章 ディアスボラの記憶 :現代沖縄社会と ｢移民｣
金城 宏幸

550頭 とい う数は､県民人口からすれば極めて僅かな数だったろうが､その後ねずみ算式に増えていき､わずか

3年後には 10万頭にまで増え､沖縄復興の基盤 となったこことは疑いがない｡ほとんどの人がその恩恵にあずか

っているはずだD豚は人を育て､その排泄物は畑を潤すO もしそのとき-ワイから豚が送られていなかったら､

あるいは送られたのがもう少 し遅かったら､この世に生を受けなかった命がどれだけあっただろうと思われる｡

人ごとではすまされないOだれ しも身に覚えのあることD食 された豚のDNAの記憶は､お じいからおとうへ､

そ してあなたの細胞へと引き継がれているかもしれないのだから｡

- 『ミュージカル ｢海から豚がやってきた ! !｣参考資料』より-

1.はじめに
｢ディアスボラ｣とい うことばは､かつてはユダヤ人の離散 (多くの場合､追放 と迫害により余儀なくされて)をさす

概念 として使用されていたが､昨今では広 く人々の越境や移動､その結果としての異文化社会でのコミュニティの形成を

合意 し､現代社会のグローバ リゼーションを議論するうえで重要なキーワー ドのひとつになっている｡こうしたディアス

ボラ研究の進展 と沖縄研究の深化のなかで､沖縄の人々 (海外や 日本本土に散在 して居住するウチナーンチュを含めて)

の社会文化的諸相を ｢ディアスボラ｣とい う側面から捉えて研究する試みが少なからず見られるようになった｡生まれた

土地から遠 く離れて生活 し､｢ルーツ｣としての起源の場所から切 り離された状況1にありながらも､その起源 との文化的 ･

精神的帰属意識を強くもっていること､あるいは歴史的 ･世代的 ｢ルー ト｣を経てなお連帯意識を共有 している状態をデ

ィアスボラと捉えるのであれば､ウチナーンチュもディアスボラの民といえるだろう｡

ところで､現在､沖縄の人々はディアスボラの経験をどのように捉えているのだろうか｡県外や海外に集団で移住 し､

コミュニティを形成 し始めた時代から一世紀が経ち､いわゆる ｢移民｣の時代がすでに過去のものとなった今､それは近

代史の記憶 としていかに継承されているのだろうか｡特に､世界を取 り巻 く様々な社会環境の変化などにより､ディアス

ボラの波が続 く主休というよりは､む しろ移住者のホス ト社会-と変貌 した2現代の沖縄社会では､どのような形でそれ

が共有され､異文化理解への経験 として活かされ続けているのだろうか｡本稿では､今 日のようにグローバル化 と多文化

的状況が進展するなかで､自身のアイデンティティの模索に深く作用すると同時に､他のエスニック ･マイノリティー-

のまなざしのあり方にも関わってくると思われる､沖縄の人々の移民をめぐる｢ディアスボラの記憶｣について考察する｡

2.集団のライフコースとしての沖縄ディアスボラ

2-1.沖縄社会と移民
20世紀の沖縄は､まさに海外移民によって開けた時代 といっていいだろう｡富山久三の勧誘斡旋により､1899年 30

人がハ ワイに向けて那覇を出港､翌 1900年に移民 26人が上陸 してオアフ島エワ耕地に入る.移民県沖縄の幕開けであ

り､いわば沖縄人ディアスボラ現象の始ま りである｡

この 20世紀の沖縄の移民とい うものは､いわば ｢社会現象｣とも言 うべき様相を呈 していたものと筆者は考えるが､

全国的な数値比較をしてみると理解 しやすい｡沖縄県は､広島県や熊本県などと並んで海外-の出移民数の多いことで知

られるが､注目すべきはその県総人口に対する比率である｡たとえば石川の調査3によると､1940年時点の出移民在留者

率を都道府県別にみると､首位が沖縄県の 9.97%で圧倒的に高い比率を示 し､2位の熊本県 (4.78%)や 3位の広島県

(3.88%)とも大きな違いがある｡この数値は､当時の沖縄県民の概ね 10人に 1人が海外に在留 していたことを示 して

いる｡このような沖縄県の移民状況について石川は次のように解説を加える4｡

全国的地位からみて 日本一の移民県と称 しても過言ではないであろう｡沖縄県においては県民の一人びとりがな

んらかの意味において移民との関連があると言われる｡すなわち､沖縄県にあっては親兄弟 ･親戚 ･知人のだれ

かが移民として海外に出ている場合が多く､県民は小さい時から知らず知らずの うちに､ハワイやアメリカ本土 ･

ブラジル ･ペルー ･アルゼンチン ･ボリビア ･フィリピン ･南洋群島などの話を聞かされている例が多い｡この

ようなことは､他府県ではほとんどみ られない現象であり､そのことは数量的にみて沖縄県において､出移民が

いかに多かったかを表 しているものと言えよう｡

た しかに､筆者の個人的な経験を振 り返ってみても､そのような社会状況が思い出される｡小学生も低学年の頃のこと

だが､親 しくしていた級友が急に家族で南米に移住することになり､お別れ会などをしながら寂 しい思いをした覚えがあ

る｡ しかも時期を近くして､1人はボリビアに､もう1人はブラジル-と､遊び友達を2人も見送ったが､その後一度も

会 うことはなかった｡それ らの国々の様子を大人たちが話 していたこともおぼろげながら記憶に残っている｡逆に海外か

1沖縄からの移民は､徴兵忌避や ソテツ地獄に象徴 される生活苦､また戦争による社会基盤の破壊などにより不本意なが

ら余儀なくされた人々が少なくなかった､また政策的に導かれたと言 う意味で､それを ｢棄民｣の要素があったとする見

方もある｡

2人口移動の面から考えた場合､外国から沖縄-の移住者 ･定住者の方が増えてきた現状を述べているのであるが､昨今

の ｢沖縄ブーム｣などで､本土からの移住者が多くなっているのも注目すべき状況である｡

3石川友紀 ｢第-章 総説｣『沖縄県史 7 移民』(国書刊行会､1989)､13頁

4 〝 ｢移民を通 してみた近代沖縄研究｣『地方史研究』第 35巻 4号 (地方史研究協議会､1985)､19頁
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ら帰国 してくる転校生 (いわゆる帰国子女)もいて､想像するに､さらに移民の多かった市町村ではおそらく日常的な光

景だったのだろう5｡

このようにして沖縄県から多くの移民が送 り出された結果､表 1にみられるように海外における日系コミュニティにお

いても全 日系人数に占める沖縄県系人の割合が多く､特に南米のアルゼンチン (70%)､ペルー (65%)､ボリビア (60%)

などのスペイン語圏の国において顕著である6｡当時は､長年現地で過ごした後に帰郷する出稼ぎ移民も少なくなく､第

二次世界大戦後の沖縄の様子を紹介 した米国人による著書などには､｢多くの沖縄人がスペイン語やポル トガル語を流暢

に話すのを知って驚かされる｡過去において南米諸国に多くの移民があり- ･｣ 7など記されている｡

表 1:海外 日系人数と沖縄県系人数

国名 日系人総数 沖縄県系人数 沖縄県系人比率

ブラジル 1.168.000 116.800 10%

アメリカ合衆国 879.329 73.000(ハワイ49.000) 8%

ペルー 58.304 58,304 65%

アルゼンチン 43.662 30.600 70%

ボリビア 14.462 8.700 60%

カナダ 65.383 1.300 2%

メキシコ 12.430 600 5%

その他 118.597 6,600 6%

国際協力事業団沖縄国際センター 『沖縄県と海外移住』(1994年)より

よく知られているように､このような出移民の最大の要因は､何といっても ｢モーキティクーヨー｣(儲けてこいよお)

の言菜に象徴されるように､経済的な理由によるものであろう｡産業構造が脆弱であった沖縄掛 ことって移民とは過剰人

口の解決策であり､移民の父と称される富山久三や大城孝蔵などの移民啓蒙家の存在がそれを推進にしたのである｡その

他の要因としては､王国時代の地割制の崩壊による土地の私有化に伴って渡航費を捻出することが可能になったことや､

あるいは徴兵忌避なども移民へと向かわせた要因であったと考えられている｡琉球王国時代の伝統を受け継 ぐ海外雄飛の

遥 しい精神があったとする見方もあるO進取の気鋭旺盛な r-ングリー精神｣､さらに言えばロマンに満ちた海洋民族の

｢国際性｣とい う視座でウチナーンチュが語られるときの言説である｡

当然のことながら､こうした出稼ぎを主な目的として故郷を離れた沖縄の人々は､海外だけでなく日本国内､とりわけ

関西地区に多く定住 したことも周知のことであるが､ここでは敢えて トランスナショナルな移民体験に焦点を絞って論考

を進める｡

さて､これほどまでに沖縄の生活史の重要な出来事となった出移民も､20世紀も後半になると様相は一変する｡それ

までの ｢社会現象｣は､海外の各地にウチナーンチュ ･コミュニティを出現させる一方で､その熱は波が引くように冷め

ていったのである｡第二次世界大戦前には年間 4000名以上もの移民が海外に雄飛することもあったが､戦後に再開して

勢いを回復するも60年代になると急激に減 り始め､本土復帰の 1972年を境に年間 100名を割るようになり､80年代後

半には数名となって 1992年には送り出し業務を取り扱 う国際協力事業団沖縄支部も廃止される｡かくして沖縄からの出

移民が過去の歴史となるのだが､｢移民県｣であるとい う意識や､集団として歩んだディアスボラの軌跡が､海外のコミ

ュニティとい う現実として残るのである｡

3.ディアスボラの記憶

3-1.現代沖縄 県民の意識 にある ｢移民｣
21世紀まであと8日と迫った 2000年の暮れ､琉球新報社は ｢読者と新報社が選んだ 20世紀沖縄 20大ニュース｣の

選考結果を一面 トップで掲載 した｡同年の 10月中旬から ｢読者が選ぶ 20世紀の沖縄 20大ニュース｣を公募 し､県内外

から 1,263通の応募を得て､公募結果と識者評論をふまえて琉球新報社が選考 した結果が表 2である｡1位の沖縄戦や

2位の日本復帰などを始め､いかにも沖縄 らしい出来事が並んでいるが､7位に ｢海外移民が本格化｣したことがあげら

れている｡筆者も､前述 したように､20世紀の沖縄にとって ｢移民｣は一つの社会現象であったと捉えており､ある年

の衝撃的な-事件というよりも､徴兵忌避者急増 (18位)やソテツ地獄 (8位)､さらには沖縄戦 (1位)後の社会状況

などにも世紀を通 して連綿 と関わっているという意味では､やはり ｢移民の世紀｣と呼ぶにふさわしいものであったと考

えている｡

5沖縄における戦後の移民ブームが 1950年代後半から60年代前半にかけて高まりをみせた事実と符合する当時の様子で

ある｡

6同表は､1988年時点での外務省などの統計 ･調査に基づいて作成されたものだが､人口増加率などを考慮 した石川友紀

の最近の試算によれば､現在海外に在住する沖縄系移民は約 34万人で､全 日系人約250万人の 13.6%に相当するとして､

その割合がさらに増加 していることを推定 している｡

7 "youaresurprlSedtolearnthatmanyOkinawansspeakfluentSpanishorPortuguese･Inthepasttherewas

muchemlgrationtoSouthAm ericancountries,…"OhlnaWa:IsleolSmlJes(NewYork:BookmanAssociates,1951)by
WilllamE.JenklnS,p.ll (和訳は筆者)
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表2:読者と琉球新報社が選んだ 20世紀沖縄 20大ニュース

順位 年代 分類 ニュース名

1 1945 社 沖縄戦(10･10空襲､対馬丸遭難などを含む)

2 1972 政 日本復帰

3 2000 政 沖縄サミット開催

4 1992 文 首里城正殿復元

5 1951 政 サンフランシスコ講和条約

6 1953 社 土地強制収用:｢島ぐるみ闘争｣始まる

7 1901 社 海外移民が本格化

8 1924 社 ソテツ地獄はじまる

9 1959 社 宮森小学校に米軍ジェット機墜落

10 1975 社 沖縄国際海洋博覧会

11 1970 社 コザ反米騒動

12 1995 社 少女乱暴事件を契機に反基地運動が本格化

13 1976 社 具志堅用高が沖縄初のボクシング世界チャンピオンに

14 1999 教 沖縄尚学がセンバツ初優勝(沖縄水産の連続準優勝含む)

15 1995 社 ｢平和の礎｣建設

16 1902 政 人頭税廃止

17 1940 文 沖縄方言問題論争おこる

18 1901 社 徴兵忌避者急増

19 1997 文 安室奈美恵が 2年連続｢日本レコード大賞｣受賞

20 1903 文 ｢人類館｣事件

(琉球新報 2000年 12月 24日朝刊)より

では､出移民が身近の出来事ではなくなり､世代交代 とともに在外 ウチナーンチュに近親者がいるとい う意識も薄れて

いくなかで､このような意識調査に現れてくるような現代沖縄県民の移民の記憶は､いかにして共有され継承されていく

のだろうか｡様々な要因が考えられるなかで､特に影響力を発揮 したと思われる主な ｢記憶の維持装置｣について考察 し

てみよう｡

3-2.移民体験と記憶の維持装置
前述 したように､1992年には国際協力事業団の沖縄支部が廃止され､公的な機関による沖縄からの移民送 り出し業務

が事実上終了する (沖縄国際センターが移住業務を引き継 ぐ)ことになるが､それに呼応するように､｢移民県｣と ｢ウ

チナーンチュ ･コミュニティ｣のあいだには新たな状況が展開 し始めるO特筆すべきものを挙げるとすれば､80年代に

スター トする沖縄のメディアによる ｢世界のウチナーンチュ｣を意欲的に取 り上げる試みと､1990年に開催 された ｢第

-回世界のウチナーンチュ大会｣､それに 1990年の入管法の改正に伴った海外のウチナーンチュによる逆移民あるいは

ディアスボラの還流ともい うべき日本への r出稼ぎブーム｣であると筆者は考えるOそれ らは､集団のライフコースとし

ての移民の歴史を広く県民の間に思い起こさせ､｢記憶の維持装置｣として､十分な機能を発揮するのである｡では､そ

れ らの状況を個別に概観 してみよう｡

a.メディアによる ｢世界のウチナーンチュ｣に関する取 り組み

琉球新報社は､1984年 1月 1日､かねてから社内で計画されていた ｢世界のウチナーンチュ｣の連載企画をスター ト

させる｡本土復帰 10周年迎えた際の ｢世替 り裏面史｣に続 く企画として社を挙げてのものであったが､その趣旨は､県

民の持っているバイタリティーをもう一度呼び起こすとい うものであった｡このねらいは的中し､多くの読者を引きつけ

ながら､翌年 1985年 12月 28日まで 484回､毎回カラーで､二年間にわたる長期連載となったOこの新聞紙上の連載

記事が後に三巻に分冊された本の出版に至ったとき､その反響の大きさについて､編集局長は本のまえがきで次のように

述べている8｡

8琉球新報社編 『世界のウチナーンチュ 1』 (ひるぎ社､1986年)6頁
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企画のねらいは､ある程度満たされた｡ことに戦後世代の若者の海外での活躍には､多くの人が目を見張った｡

学校では教材として ｢世界のウチナーンチュ｣が使われたし､老人クラブや婦人会など各種の会合で､｢Lu･界のウ

チナーンチュ｣が話題にな り､テーマとして取 り上げられた｡それは記事や写真もさることながら､そこに登場

するウチナーンチュの風俗習慣､生活の全く異なる外国での生き方に､読者が共感を覚えたからではなかろうか｡

共感は､読者に自信 と誇 りを抱かせたと思 う.われわれが意図した以上に､大きな反響があったO

琉球新報社は､この連載企画と並行 して前年の 1983年から週一回 ｢海外ウチナ-事情｣の見出しで世界各地のウチナ

ーンチュに関する情報に紙面を割いてお り､これは定番として現在でも続いている｡

新聞社の取 り組みが予想以上の反響を得る一方で､沖縄テレビ (OTV)も同様の番組を制作 し､テレビで放映し始め

る｡1987年には自社製作番組 『沖縄発われら地球人』をスター トさせ､1996年まで 135回にわたり世界で活躍するウ

チナーンチュたちの様子を映像で伝え続けた｡1997年からは番組名を 『世界ウチナーンチュ紀行』に変えて 2001年ま

で 62回の放映を終えているOこの沖縄テレビの番組も人気を博して多くの視聴者を魅了し､2001年には日本民間放送

連盟賞のテ レビ放送活動部門でグランプリを獲得 し､表彰されている｡

b.｢第-回世界のウチナーンチュ大会｣の開催

このようなメディアの活動は､当然のことながら県内在住の人々のみならず世界に散在するウチナーンチュにも反響が

及び､国境を越えてウチナーンチュたちが連帯感を再認識 し､共鳴 し合 うようになるOこうした ｢世界のウチナーンチュ｣

意識が盛 り上が りをみせるなか､復帰後 20周年とい う節 目を数年後に控えて､沖縄県のあらたな振興策を模索 し続ける

県政の施策の延長線上に､移民一世の故郷-の想いと二世 ･三世などのルーツ探 しを熱望する声､そして沖縄県民の誇 り

とロマンを将来に見出したいという願いが交差する形で､ついに 1990年､記念すべき ｢第-回世界のウチナーンチュ大

会｣がその開催をみる｡その後､第二回 (1995年)､第三回 (2001年)と開催を果たし､ウチナーンチュの トランスナ

ショナルな連帯を強化 しつつ､表 3に見られるようにその参加者も増え続けているo特に ｢三度目｣の大会は､21世紀

に県政が リー ドする最大の沖縄的にして国際的なイベン トとして､また移民から百周年 (-ワイ)という大きな節目を迎

えた海外のウチナーンチュ ･コミュニティにとっても､実に様々な意味が込められた､いわば将来を占う開催であったと

筆者はみている｡

これ らの大会には､いわゆるウチナーンチュではなく､海外 日系人団体の役員などが見聞を兼ねて参加することがある

が､第三回大会に参加 した目塁協会 (在メキシコ)の会長と専務理事は､ウチナーンチュの連帯意職とルーツに向かうパ

ワーに圧倒され､その驚きと感動を筆者に語った9｡沖縄以外の日本の他の地域では体験 したことがないし､あり得ない､

出来ないと､繰 り返 し強調 していた様子が印象的であった｡

9当時の日塁協会の会長は村井氏で専務理事が橋本氏｡メキシコ沖縄県人会の仲宗根会長に誘われて参加 したときの対話

より｡
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表3:世界のウチナーンチュ大会参加者内訳(『第3回世界のウチナーンチュ大会報告書』(2002年､同実行委員全編)より作成)

区分 地域 国名 第 1回大会 第 2回大会 第 3回大会

海外 中南米 ブラジル 788 715 405

アルゼンチン 159 ー96 226

ボリビア 92 60 54

･ヾノレ- 471 692 364

メキシコ 12 28 90

その他 (キューバ､ベネズエラなど) 1 3 10

中南米合計 1523 1694 日49

北米 アメリカ合計 768 1580 2153

アメリカ (ハワイを除く) 382 853 1472

ハワイ 386 727 681

カナダ 31 34 108

北米合計 799 1614 2261

アジア フィリピン 31 37 25

香港 8 ー7 10

タイ 8 12

その他 1 21 15

アジア合計 40 83 62

ヨーロッパ フランス 7 3 16
スペイン 14 1 0
その他 5 9 7

ヨーロッパ合計 26 13 23

その他 その他合計 9 5 9

-般参加者合計 2397 3409 3504

その他の参加者 (特別招待者) 521

海外合計 2397 3409 4025

国内 東京沖縄県人会 50

大阪沖縄県人会連合会 92

沖縄県人会兵庫県本部 74

その他 50

国内特別招待者 (VlP)その他 34

国内合計 0 184 300

C.海外のウチナーンチュによる ｢デカセギ｣とディアスボラの遭流

こうしたメディアの活動や行政ぐるみの大イベン トが表舞台を演出する一方で､もう一つ､沖縄の人々に (日本人全休

に)移民の歴史を再認識させる社会現象が出現する｡海外のウチナーンチュ (日系人)による日本-の ｢出稼ぎブーム｣

である｡1990年に日本政府が ｢主入国管理及び難民認定法｣､俗にいう ｢入管法｣の改正10を行 うと､ブラジル人を中心

として就労目的の日系人の来 日が急激に増加する｡法律の改正が起点になったことはいうまでもないが､日本国内が未曾

有のバブル景気で極度の人手不足に困窮 しているときに､南米諸国は慢性的な政情不安と経済不況に陥っていたというこ

とが背景になっている｡この ｢逆移民｣あるいは ｢ディアスボラの還流｣ともいえるような現象は､移民のサクセス ･ス

トー リーでも､また華やかな国際的イベン トでもないが､｢豊かになった｣自分たちの祖先のかつての姿に重ね合わせて

理解する日本人はどれほどいるのだろうか｡とりわけ出移民率が全国でも突出した高さであった沖縄県民にとっては､他

人事ではないはずである｡

表 4･5とそのグラフは､日本における外国人登録者数の年次推移を示 しているが､全国と沖縄を比較 してみると､エ

スニック ･グル-プの分布に沖縄の地域特性がはっきりと表出しているIl.同時に､本稿のテーマである沖縄の人々によ

る出移民の帰結としての特徴も読み取れる｡確かに､入管法の改正後は全国的に南米諸国､特にブラジル人の増加が顕著

であり､ブラジルに大きな日系コミュニティのあることが容易に想像できる｡それに対 して､沖縄県においては全外国人

登録者数に占めるブラジル人の割合が以外に少なく､逆にペルー ･アルゼンチン ･ボリビアのスペイン語圏 3国を合わ

10 それまでは他の外国人同様､日系人も日本国内での就労は制限されていたが､入管法の改正により､日系人 (三世ま

で)であることが証明できれば自由に就労できるということで､日本政府にしては稀有な ｢歴史的な改正｣とも称された｡

1】全国的には､外国人登録者総数における韓国 ･朝鮮人の割合が最も高いのに対 して､沖縄県では米国人の割合がそれに

取って代わり､同様に米軍基地の関係もあってか､フィリピン人の比率も全国より高めである｡
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せた比率が全国に比べて高いことが目立つ｡これ らの違いに関する筆者の所見は次のようなものである｡第-に､ブラジ

ルには南米最大の 日系コミュニティがあって沖縄県系人も人数 としては多いが､割合で見ると全日系人の一割程度である

こと｡第二に､日系人の来 日目的が ｢出稼ぎ｣により明確化されてお り､産業構造が比較的脆弱で､大規模な製造工場な

どが存在 しない沖縄県はその目的には適 さないこと12｡第三に､スペイン語圏 3国の人々が比較的沖縄に多いのは､前出

の表 1に見られるように､それぞれの国の 日系人人口に占める沖縄系の割合が圧倒的に高く､親族ネットワークをたよっ

て両親 ･祖父母の故郷を選択 して来 日していること｡第四に､それ らの人々が､確かに入管法の改正直後に沖縄県で急増

したものの､す ぐに減少傾向に転 じたのは､就労機会により恵まれた県外に転出した13ことに加え､かなりの人々が日本

国籍を取得 したことが要因であろう14｡このように､沖縄県における移住者の形成するエスニック ･グループは､沖縄の

人々自らの移民の軌跡を映 し出 したものでもある｡

表4:外国人登録者数の推移(全国)

昭和 62年 平成2年 5 8 11 14

総数 884.025 1.075.317 1,320,748 1,415.136 1.556.113 1,851.758

フィリピン 25.017 49.092 73.057 84.509 115.685 169.359

中国 95.477 150′339 210,138 234.264 294.201 424.282

韓国.朝鮮 673.787 687.940 682,276 657,159 636.548 625,422

ブラジル 2.250 56.429 154.650 201.795 224.299 268.332

外国人登録者数の推移(全国)
人数

1,800.0001,600.0001.400.0001.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.0000

′午

ロその他巾フィリピン口中園田韓国 .朝鮮ロアルゼ､チ､.ペ
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辛 澄
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ノ ノル- .ボリビア■ブラジル

昭和62年 平成2年 5 8 11 14

ノ ノル- .ボリビア■ブラジル

12 そのような事情から想定すると､数量的に確定は出来ないが､沖縄県外に在住するブラジル人のなかには､かなり多

くの沖縄系が含まれている｡

13親族ネ ッ トワークが期待 したほど機能 しなかったことも予想 される｡

14筆者の個人的な知見では､日系ペルー人の帰化率が特に高いと思われるが､その理由や数値などの検証については別の

機会に行いたい｡
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表5:外国人登録者数の推移(沖縄) ()は全外国人登録者に占める比率

昭和 62年 平成2年 5 8 11 14

総数 4.696 6.002 7.296 7,072 7.361 8.030

フィリピン 986 1.160 1.454 1.263 1.468 1.770

中国 972 1.311 1.794 1.943 1,833 1.845

米国 1,498 1.665 1.923 1.808 1.849 1.917

ブラジルアルゼンチン.ペルー.ボリビア 137 (2.9) 148 (2.5) 151 (2.り 151 (2.1) 158 (2.2) 173 (2.2)

法務省 『出入国管理統計年報』(昭和 62年､平成 2年､5年､8年､11年､14年)より作成

外国人登録者数の推移 (沖縄)
人数

9.0008.0007,0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

寡
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4.失われゆく記憶と再生される史実

4-1.記憶 :希薄化の進行と継承の試み
このように概観 してみると､移民の記憶は十分に維持され､継承 されているようにも見える｡ しかしながら､｢移民｣

がほぼ途絶えてから30年が経ち､海外のコミュニティに身近な親族 (親子や兄弟など)がいるとい うような状況がなく

なった現在の沖縄社会では､上記のような記憶の維持装置も単にウチナーンチュの ｢国際性｣や ｢開放性｣を追認するの

もとして機能するにとどまり､｢豊かになった｣県民には､たとえば､移住 してくる日系人 (ウチナーンチュ)に対する

理解 t)十分とはいえないことも考えられるOそれは ｢移民の史実｣が本来伝えるべき意味が集団の心に届かず､ややもす

ると ｢劇場化｣したひとつのシーンとして しか捉えられてない可能性もあるO過去の史実のなかからポジティブな出来事

と解釈を抽出するのが間違っているとはいえないし､我々がよく陥る民ではあるが､いったいそれが ｢何｣であったかと

い う核心の部分を風化させることなく､全体像を見据える努力を怠ってはならない｡この ｢ディアスボラの記憶｣につい

ては､沖縄ブームに煽 られ､県内志向がいよいよ顕著になった若者にとっては実感 しにくくなってお り､沖縄県民と海外

ウチナーンチュ･コミュニティの歴史認識の意欲には明らかな温度差があるように観察されるが､それは不可避なものと

理解すべきなのだろうか｡

一方で､他の日系人のグループが羨むほどに海外のウチナーンチュたちと ｢ルーツ｣や ｢ホームラン ド｣(この場合沖

縄県)との連帯感が強く､相対的に見ていまだその相互交流の意欲が衰えないように見えるのは､実は､出移民率が高か

ったことだけが要因ではない｡それは､よく言われるように､沖縄の人々の心に ｢ユイマール (相互扶助)精神｣が宿っ

てお り､少なくとも移民の時代は､苦難に直面するほどにその想いを強く持ち続け､また実践 してきたとい う ｢自信｣と

｢誇 り｣が確認できたことによるものだろう｡出移民の最大の要因が生活の困窮の解決にあったことは前述 したが､沖縄

の人々､特に移民によるディアスボラ状況にあった人々は､それに対 して十分に健闘 したといえるだろう｡異国にあって､

ホス ト社会のみならず他の日本人からも差別の対象になるとい う二重の-ンディを背負わされながらも､人々は身を削る

ようにして故郷に送金 し続け､しかもその一人当た りの額は､他の日本人移民の間でも群を抜いていたとい う｡実際､海

外からの送金は当時の沖縄県にとって極めて重要な経済的な支えとな り､例えば 1923年の海外からの送金額は約 86万

円で､県歳入総額の 44.6%に及び､1929年の約 198万円は 66,4%に相当するほどであった15｡海外の沖縄県人社会はま

さに沖縄県の経済的な生命線だったのである｡

】5沖縄県立博物館 『特別展 日系移民-世紀展』(沖縄県立博物館友の会､2000年)より
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このような故郷を想 うウチナーンチュの熱い心は､沖縄が第二次世界大戦後に焦土と化 した際にも遺憾なく発揮された｡

戦後､沖縄系二世米兵の ｢沖縄 レポー ト｣などにより故郷の惨状を知ったウチナーンチュたちは､沖縄救済のために立ち

上が り､様々な団体が結成 されて復興活動に尽力 したのである｡口火を切ったのはハワイで､すでにコミュニティとして

の基盤を固めつつあったウチナーンチュたちは､凄まじいばか りのパワーを結集 して､故郷-の物心両面での支援を行っ

たのである｡ この ｢-ワイの沖縄救済運動のニュースは､たちまち伝わって､全米 12か所､それにメキシコ､ペルー､

ブラジル､カナダ､アルゼンチンと､アメ リカ大陸のいたるところ､すなわちウチナーンチュ移民のいるいたるところで

救済運動が起きた｣ 16のである｡それは､様々な生活物資を故郷-送る大きな うね りとなり､戦後沖縄の復興を根底から

支えた､国境を越えた壮大なプロジェク トだったといっていいだろう｡

沖縄における社会変化のなかで移民の記憶が希薄化 し､世代交代も進む県民と ｢ルーツ｣を想 う海外のウチナーンチュ

たちとの間に心の温度差 も見られるようになった 21世紀の初頭､それぞれのコミュニティが移民百周年を迎えつつある

ときに､一方では､ディアスボラの記憶を現代に継承するためのあらたな試みとプロジェク トが生まれつつある｡ トラン

スナショナルなネ ッ トワーク運動としてのWUB (ワール ドワイ ド･ウチナーンチュ ･ビジネス ･アソシエーション)17

や世界のウチナーンチュ会議18などもその代表的な例 として挙げられようが､若者を含めて広 く県民に ｢歴史の記憶｣を

覚醒させる力を持つと思われる､移民県沖縄にふさわ しい画期的な活動を次に見てみようD

4-2.記憶再生のあらたな試み :海から豚がやってきた !!
2004年 7月 3日､筆者は那覇市民会館大ホールで一つの感動的な舞台演出を見る機会があったO ミュージカル ｢海か

ら豚がやってきた !I (太平洋を渡った 550頭の豚 と7人の勇士の物語)｣のハワイ公演凱旋公園である｡具志川市民芸

術劇場から取 り寄せた 『参考資料』によると､具志川市によるその企画の趣旨や内容､公演の反響は次のようなものであ

るo

a.企画の内容 と背景

ミュージカル ｢海から豚がやってきた｣は､平成 12年から3年にわたって具志川市が実施 した文化庁とのモデル事業

｢具志川市文化のまちづ くり事業｣の集大成 として製作 したオ リジナル ミュージカルである｡太平洋戦争で壊滅的な被害

を受けた沖縄を救お うと､ハワイのウチナーンチュたちが米国の軍用船で 550頭の豚を沖縄へ送ったとい う史実をもとに､

市が独 自に企画 して､脚本づくりから音楽､演出､キャス トまでを地元にこだわって製作された手づくりの音楽劇である｡

市が取 り組んだ背景には､豚輸送の立役者 7人の うち安慶名､上江州両氏や当時豚の受け入れに尽力した志喜屋孝信初代

沖縄県知事も具志川市出身だったこと｡それに加え具志川市は戦前からの養豚王国で､寄贈された豚の飼育経験者も多く､

豚 との縁は深い｡

b,趣旨と意義

豚輸送の史実は､県内はもとよりハワイでもすでに民話化 してお り､かろうじて話を伝える老人たちでさえ当時の関係

者は少なく､伝え聞きと言 う状況のなかで､｢戦後の沖縄を救った｣忘れてはならない史実を形に残 し後世に伝えるため

に企画された.県内で 4公演を行ったが､最大の目的は-ワイ公演で沖縄県民の感謝の気持ちをミュージカルで伝えると

い うものであった｡55年前に沖縄県民が受けた恩恵にたいする謝恩公演でもあるため､当時豚の輸送にかかわった人々

の孫や曾孫たちが沖縄側のキャス トと共演することも､趣旨を伝える不可欠な要素として意識的に取 り入れ られた｡

C.伝えられる史実 と ｢ウチナーンチュ｣の再課祐

すさま じい戦火によって多くの人々が命を失った戦後の沖縄では､歴史を伝える文物も失われ､ウチナ-ンチュの食を

支えてきた豚 も 14万頭から2千頭まで激減 し､食糧難に拍車をかけていた｡50万人あまりの沖縄の人々がまさに難民と

化 したような状況であった｡

そんな沖縄の惨状を知ったハ ワイの沖縄出身者たちは ｢布畦連合沖縄救済会｣を立ち上げ､募金活動やチャリティー公

演を行い､集まった 5万 ドルで豚 550頭を購入 した｡豚の輸送には､時の元帥マッカーサーに粘 り強い要請の末許可を得､

米陸軍のジョン ･オーウェン号が使われた｡

1948年 8月 31日､オー ウェン号はアメリカ西海岸ポ- トラン ドを出港するが､2日後には嵐のために豚小屋が全壊 し

たために一度は引き返す.迅速な補修の後 9月 4日に再び出港をするも､途中､幾度 となく襲ってくる嵐や太平洋上に浮

遊する旧日本軍の機雷などで大幅に遅れ､9月 27日､なんとか勝連町ホワイ トビーチに到着｡浜は､出迎えに来た大勢

のウチナーンチュで埋め尽 くされていた｡届けられた豚は県内すべての市町村に配分され､県民が等 しく恩恵を受けるこ

とができた｡ こうして当時絶滅に近い状態だった黒豚に代わって､わずか 3年後には白豚が 10万頭にまで増え､沖縄復

興の礎 となった｡豚は､沖縄の気候風土に適 した大きくて脂身の多い多産系の優良品種が選定され､輸送に際しては､繁

殖率の計算式を示 し､人々に広 く分配する方法まで添えて届けたとい う｡それは一時的な食料提供ではなく､綿密な計画

のもとに沖縄が自立するための ｢釣 り竿｣を贈ったことを意味する｡7人の立役者をはじめとする救済会の面々は､｢自

慢話をするためにやったことではないのだから､豚を無事沖縄に送 り届けたら忘れてしまお う｣と話 し合ったというD

】6-F嶋哲郎著 『豚 と沖縄独立』 (未来社､1998年)132頁

17世界各地に散在 しているウチナーンチュのビジネスマンと連携 し､国境を越えたビジネスネッ トワークの構築と会員相

互の研銀や親善を目的に､1997年にハワイで設立された団体Oハワイを皮切 りに､北米や東京､沖縄などでLu:界大会を

毎年開催08回大会を終えた現在､世界に 21支部､会員は約 500人と着実に増え､その知名度も浸透 しつつある0

18 ｢世界のウチナーンチュ大会｣がややお祭 り的なものであるのに対 して､これは文字通 り会議的な要素を喋くし､開

催地を各国に移動 しながら､長すぎる ｢大会｣の間を埋めようとの試みで､やは りハワイ側の提案でスター トした｡
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舞台のス トー リーを追 ううちに､我々はまさに ドラマチックなまでに胸を打つ史実と､沖縄の心の最も美 しい部分を知

らされる｡海外のウチナーンチュの郷土を想 う熱い心は､代償も名誉も求めない命がけの行動となって､まさに沖縄の人々

の命を救ったのであるo

d.公演の反響 と波及効果

ハワイ公演は 2004年 4月 30日､ニールSプレジデルコンサー トホールで実施 された｡会場を埋めた人の県関係者は､

- ワイと沖縄を結ぶ真実の ドラマに感動 し､スタンディングオベーションの柏手が鳴 りやまなかった｡現地のメディアで

も取 り上げられ､予想以上の反響があり､ロサンゼルスの県人会や南米からも公演の要請があるとい う｡主催者側も､｢こ

のような試みが繰 り返されるなかで､-ワイの沖縄県人の救済活動に焦点があてられ､繰 り返 し検証され､その意義 と功

績が沖縄の歴史のなかに定着することを祈 りたい｣と結んでいる｡

この実話を世間に知 らしめることに貢献 したノンフィクション作家の下嶋哲朗の著書 『豚 と沖縄独立』を読むと､沖縄

に豚を送るということが､古くからの経済基盤である ｢畜産業｣の振興に ｢農業｣､さらには ｢豆腐製造業｣や ｢泡盛製

造業｣との循環 19をも視野に入れた､沖縄の生活文化を熟知 した人々の英知を結集 した壮大なプロジェク トであったとい

うことがよく理解できる｡沖縄の食文化を語る上で欠 くことのできない豚の飼育は､すでに琉球王国の時代から奨励され､

中国人 との交流においても豚肉が重用されるなど､豚こそが沖縄 自立 (独立)の要だったとい うわけである｡沖縄の人々

の生活がいかに豚 と密着 していたかは､もともと豚小屋を意味する ｢フール｣が人々の便所 としても共用 されていたこと

にも象徴 されている.沖縄の民衆文化 ともい うべき ｢ウァ-カルチャー｣(豚文化)からアイデンティティに至るまで､

深く考えさせ られ再認識させ られる物語である｡

豚を好んで食 し､各家庭で屠畜を行な うこと日本では偏見の対象にもなったが､それがそのまま日系移民社会にも持ち

込まれて沖縄系の人々は差別 された200 しかし皮肉にも､- ワイに移民 した沖縄の人々は養豚業で大成功 し､その経済力

と経験が還流するようにして故郷を救ったとい うのは､なんと ドラマチックでディアスポリックな話であろうか｡下嶋は､

沖縄の人々をめぐる豚 と移民について､次のように感慨を述べている210

沖縄系移民の､故郷への愛着はなみはずれて強い.すでに関係が希薄のはずの三世､四世でさえも､沖縄にまるで

夢中だ｡そ うした姿を見ているとつくづく､ウチナーンチュは時空を超えて永遠に､ウチナーンチュなのだと思 う｡

そ うい うかれ らだから ｢あなたの村から豚が消えた !｣などと言われたオアフ､カワイ､モロカィ､ラナィ､マウ

イ､ハワイ等-ワイ各島のウチナーンチュは､ うろたえて寄付集めに走 り回った｡

4-3.子弟たちの移民追体験 :宮山久三を追って
グローバル化がますます進展すると思われる次世代を担 う若者たちに郷土の移民の歴史を継承 し､沖縄 らしい異文化交

流を体験 させる画期的な試みは､もちろんこの ミュージカルだけではない｡筆者がもう一つ代表的なものを挙げるとすれ

ば､移民の父と称される富山久三の出身地である金武町の ｢金武町移民体験航海事業｣である｡これは､富山の故郷でも

あり､多数の移民を送 り出 した地域 として知られる金武町の移住百周年記念事業として､｢偉大なる第一歩をしるした第

-回-ワイ移民の航海を追体験 させると共に､沖縄県と移住者の一世紀の歴史をたどりながら先駆者達が築き上げた功績

を顕彰する｣ 22との趣旨で行われた｡町内の中 ･高校生を中心に､ハワイ在住の児童生徒などを加えた総勢 469人が募集

され､実施に際 しては､移民の歴史を出発点として､国際理解を深めるための沖縄 ･ハワイ双方の歴史や文化に関する事

前学習や伝統芸能の発表､コミュニケーション能力を高めるための英会話の練習や船上での団体生活を通 した協調性の実

践訓練など､多彩なプログラムを組み入れた画期的なものであった｡報告書に収められた感想文には､参加 した中 ･高校

生たちにとって刺激的な感動体験 となった様子が連綿 と綴 られ､その ｢移民の歴史､国際相互協力のあり方など様々な体

験や学習を通 して､人を思いや りいたわる心と友情の大切さを学ばせ､国際感覚豊かな人材を育成する｣23との目的が十

分に達成されたことを窺わせる｡

このように､記念事業的なイベン トとして実施 されつつも､特に次の次代を担 う若者達が参加 しやすい内容にし､広く

県民のあいだに波及させることに留意 したこの様な企画は､移民県としての沖縄社会のライフコースを再認識させ､｢デ

ィアスボラの記憶｣を呼び覚まし継承させていくための効果的な刺激 となったと言えるだろうOできれば､それが単発の

事業に終わることなく､｢ジュニアスタディーツアー｣ 24のように､何 らかの ｢記憶の維持装置｣として継続 されていく

一つ当時､沖縄の食生活のもう一方の雄であった甘藷は豚の絶好の餌でもあり､豚の排継物は畑を肥や した｡豆腐かすのオ

カラや酒粕 も養豚の飼料として活用でき､副業も加えると全ウチナーンチュが養豚に励んだとい うわけである｡

20 ｢オキナワケンケン ･ブタカウカウ｣とい う侮蔑用語は､移民社会では一世のみならず二世の誰もが覚えている｡

21下鴨哲郎著 『豚 と沖縄独立』(未来社､1998年)146頁

22金武町役場 『金武町移民体験航海事業報告書』(2001年)19頁

23同､22頁

24｢海外児系人子弟を沖縄県に招待 し､県内外の児童生徒とともに､沖縄の歴史､文化､自然などの体験学習をとお して､

母県 ･沖縄 との件を深めることにより､県系人社会の発展 とウチナ-ネ ットワークを担 う次世代の人材育成に貢献する.｣

との目的を掲げ､2001年の ｢第三回世界のウチナーンチュ大会｣のプレイベン トとして実施 された県主催の事業.世代

交代が進む海外県系人社会の若い年齢層にウチナーンチュアイデンティティの継承が図られる一方で､県内の児童生徒が､

海外の若い世代 との交流の中で国際的視野を広げる効果を持つとの評価を受け､2002年から新規の事業となり､毎年実

施されている｡一週間とい う短い期間ではあるが､毎年数十名の県系人子弟が多国間で交流する意義は大きいO
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ことが望まれる｡現在の沖縄の人々にとって ｢移民｣は､記憶のかなたに置き去 りにしてしまうには､あまりにも近い過

去の出来事なのである｡

5.おわりに

本稿は､海外-の ｢雄飛｣で知 られた沖縄の人々が数十年を待たず してむ しろ ｢出不精｣になり､豊かな生活を享受す

るにつれて身近な移民史-の関心す ら薄れつつある一方で､メディアの活動や全県的な記念事業､そして日系人による出

稼ぎなどにより集団の記憶を覚醒され､それを再評価 しようとする県民の意識と活動について論 じたものである｡特に､

時代の変化に対応 して若者を巻き込んだ新たな挑戦に着 目し､それが県民のあいだに生み出す波及効果と可能性について

検証 しようと試みたものである｡

かつて移民が社会現象になった結果､海外にウチナーンチュ ･コミュニティを出現させていく ｢沖縄ディアスボラ｣の

生成過程は､異文化のなかで時に過酷で苦難に満ちた道のりではあったが､ウチナーンチュたちが不屈の精神と適応力に

ユイマール精神を発揮 して助け合い､さらには20世紀沖縄とりわけ戦後復興の担い手ともなった物語は､確かに ドラマ

チックなまでに胸を打つものがある｡しかしながら､沖縄の人々に対するそのような再認識の作業は､それが単に ｢万国

津梁の民｣の延長線上にある ｢国際性｣や ｢イチヤリバチ ョ-デーの心｣というナラティブを追認 し､｢世界のウチナー

ンチュ｣の含意するナルシスティツクなイメージを過度に強調 した言説に回収されるだけに終わってはならないのではな

いだろうか｡沖縄がディアスボラの ｢ホス ト社会｣にすらなった今 日において我々が目指すべきものは､その固有の経験

から普遍的な状況を想起する思考力を鍛えることであり､ひいては異文化に向けられるまなざしに資する可能性を模索す

るものでなければならない｡

沖縄のディアスボラに関する論考を集めた著作OklhawaDDlasporaのなかで､ロバー ト･アラカキは､様々なディア

スボラを比較研究する必要性 と､普遍化の可能性について次のように提起 している｡ 25

沖縄の人々の状況は､二重のディアスボラにおける二重のマイノリティであるということにおいて特異である｡し

たがって､沖縄のディアスボラをよく理解することは他のディアスボラ状況への理解を深めるためのポテンシャル

なのである｡

沖縄が移民の養分によって養われた時代があった｡移民は､それなしには今の沖縄がありえなかった何物かであると言

っていいだろう｡グローバル化やボーダレス化がますます進展 し､異文化との接触も日常的な情景-と変化するなか､沖

縄の人々が､かつてディアスボラの状況でこそ ｢生き延びた｣時代があったことを､深く記憶に留めておく意義は大きい｡

25"…,thesituationoftheOkmawansisunlqueinthattheyareadoubleminoritywithinadoubledlaSpOra.Abetter
understandingoftheOkinawandiasporathereforehasthepotentialforenrichingourunderstandingofother
diasporlCnOWS.""TheorizingontheOkinawanDiaspora"byRobertKArakaki,OklnawanDl'aSPOL･a(UniversltyOf
HawaHPress,2002)edltedbyRonaldYNakasone:p.41 (日本語訳は筆者)
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