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Ｉ．はじめに

「世界のウチナーンチュ大会」（以下，大会と表記）とは，沖縄県が１９９０年から５年

ごとに開催しているもので，海外に在住する沖縄県系の人々を中心に，国内と県内からも
参加者が集って交流するイベントである。２００６年に開催された第４回大会は，前夜祭を
含めて６日間の日程で行われ,およそ4,900人という過去最多の参加者が沖縄に参集した。
第３回大会までは，どのような属性をもった人々が，何を求めて大会に集い，どのよう
な成果があり，また課題が残っているのかということは，ほとんど調査されてこなかった。

第４回大会では，金城宏幸，鍬塚賢太郎，野入直美による琉球大学の共同研究グループが
大会の主催者である沖縄県に働きかけ，大学の研究グループと沖縄県による合同の調査が

実施された')。
私たちの共同研究グループは，その調査結果を，２００８年２月にロサンジェルスの全米
日系人博物館で，３月にハワイ大学で報告し，調査対象者と協力者にフィードバックを行

った2)。さらに，同年８月に，ブラジルとアルゼンチンの沖縄県人移民１００周年祭・第２
回世界ウチナーンチュ会議において，「移民１００周年とウチナーンチュ」フォーラムの一
環として調査結果を報告した。

この章では,筆者がブラジル沖縄県人移民１００周年記念事業の中で行った報告をもとに，

第４回大会参加者における中南米からの参加者の特徴について記述する。そして，ブラジ
ルとハワイの沖縄県系ネットワークの比較を試みることで，対照的な２つの類型の特徴に
ついて考察する。
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Ⅱ中南米からの大会参加者の特徴
1．高い同質`性と日本語力の高さ－多様化への「時差」と「選別効果」
第４回大会では，海外からの参加者の居住国は２１カ国にのぼった。

中南米からの参加者は，沖縄県によると，4,932人の大会参加者のおよそ２割を占めて
いた（図ｌ)。ほぼハワイ州からの参加者数に匹敵するだけの人数が，中南米全土から沖

縄まで旅してきているのである。このことからも，中南米の沖縄県系人の，沖縄に対する
,思いの深さがうかがわれる。

そして，アンケート調査においては，７９４票の有効回答のうち，154票（約２割）が，

メキシコ，アルゼンチン，キューバ，ブラジル，ペルー，ボリビアからの参加者による回
答であった（表１)。調査対象者における中南米からの参加者が占める
答であった（表１)。調査対象者における中南米からの参加者が占める比率は，大会実行

委員会が把握している参加者全体における比率と，ほぼ同じであった。

図１第４回世界のウチナーンチュ大会参加者の内訳（全４，９３２人）
資料：第４回世界のウチナーンチュ大会実行委員会資料より作成。
表１第４回大会への参加者（中南米）
I性別

居住国
メキシコアルゼンチンキューバブラジルペルーボリビア
２４０

胡開４

６

7７

４１

１

３

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

－２８－

師別６

ｕｍ０

合計６

２１

1２

１２０

３２１

男女棚

２８

合計

1５４
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写真１アルゼンチン沖縄移民１００周年

写真２ブラジル沖縄移民１００周年記念祭

記念祭パレード

中南米からの参加者の特徴は，まず，沖縄系としての同質`性が高いことである。参加者
全体では,図２－(3)に示されるように，自分は｢沖縄系ではない」と答えた人の比率が17％

に達した3)。この中には，沖縄系の人の配偶者や，沖縄系の人との友達づきあいの中で沖
縄の催しに参加し，活動を楽しんでいる人々が含まれると考えられる。彼らがこれだけの
比率を占めているということは，沖縄県系ネットワークの多様化，「『他者』をも巻き込ん

でネットワークを形成している」４)ことの顕れであると考えられる。

一方，中南米からの調査対象者においては，「沖縄系ではない」と答えた人は，９％にす
ぎなかった（表２，図２－(1))。

さらにブラジルでは，この回答の比率が６％にとどまった（表２，図２－(2))。沖縄系と
しての同質`性が高いという中南米からの参加者の傾向は，ブラジルにおいてさらに顕著で
ある。

また，中南米からの参加者は，相対的に日本語能力が高い。「日本語が全くできない，
もしくはあいさつ程度」の人は，中南米からの参加者では２４％，ブラジルは１７％しかい
ないが，参加者全体では３９％にのぼる（表３，図３)。

なぜ，中南米，とくにブラジルからの参加者において，沖縄系としての同質'性が高く，
相対的に日本語能力も高いのだろうか。ひとつには中南米，とくにブラジルにおいては，
戦後移民１世が県人会活動の中核として健在であることが挙げられる。北米やハワイなど
では，すでに世代の推移によって必然的に多様化が生じ，県人会として積極的に他者の巻
き込みをはかっているのに対して，中南米においては「時差」ともいうべきものがあるこ
とが考えられる。

また，中南米からの大会参加者には，おそらくハワイなどからの参加者に対する以上に

強く，「選別効果」が働いているであろうということが推測できる。大会参加者たちは，
自分で旅費をまかなって沖縄にやってくる。また，多くの人々は，それぞれの居住地域の
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表２沖縄系であるかどうか（中南米）

居住国

メキシコアルゼンチンキューバブラジルペルーボリビア合計

６

7７４１３１５４

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

4％

ロ沖縄系である
鬮沖縄系ではない
■その他・不明

(1)中南米からの参加者
6％

4％

(2)ブラジルからの参加者

(3)参加者全体

図２沖縄系であるという認識

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。
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Ｍｕ１５

２１

３０００

６

胡３１１

合計

的５０３

4.不明

５００１

3.その他

Ⅳ４００

2.沖縄系ではない

４２００

1.沖縄系である
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表３回答者の日本語能力（中南米）
居住国

メキシコアルゼンチンキューバブラジルペルーボリビア合計
1.全くできない．もしくは，あい

さつ程度

2.日常の会話を聞き取れるが，話
すことができない
3．日常の会話で話したり聞いたり
できる

２

１１２５１２２

１

９

４３３９０５６

１

６７７４１３１５４

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

図３日本語能力

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

－３１‐

弧５

2１

２０

６

０

７２

計

１

Ⅳ２

合

０１３１８０３７

８０

5.不明

２

００

4.日本語で不自由なく議論できる

４
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沖縄県人会から情報を得て大会に参加する。したがって，海外からの参加者たちは，強い
動機づけ，来沖を可能にする経済力に加えて，地域の県人会とのつながりを持っている

人々が多い。そして，沖縄から距離的に遠かったり，その国の通貨価値も含めて経済的な
面で来沖がより困難であったり，国土が広く，県人会からの情報が行きわたりにくかった
りする地域からの参加者は，そうではない地域からの参加者に比べて，より高いハードル
を越えてきた可能`性があると考えられる。

中南米の沖縄県系コミュニティにおいても，多様化は確かに始まっている。ブラジルと
アルゼンチンにおける沖縄移民１００周年記念祭では､空手やエイサーを披露する若者たち

の中に，複数のエスニックな背景をもっていると思われる人々などがいた（写真１，２)。
しかし中南米における多様化には，北米やハワイに比べると，戦後移民１世たちがもたら
すいくばくかの「時差」がある。さらに，中南米から大会にはるばる参加した人というの
は，相対的に強い動機づけと経済力，県人会とのつながりをもつ，ある意味で特別な人々
であるということに留意せねばならない5)。

2．県人会活動の次世代への継承と今後の交流一際立つブラジルの牽引力

アンケート調査では，大会参加者に対して，その人が所属している県人会の活動が，次

世代にうまく継承されていると思うかどうかを尋ねた。それに対して，「あまりうまくい
っていない」「うまくいっていない」という否定的な回答の合計は，中南米（17.5％）が

参加者全体（12.4％）よりも高かった。ただし，この回答のブラジルからの参加者の比率
は，全体よりも低い１０．４％であった（表４，表５)。

中南米全体でみれば，県人会活動の次世代への継承は，全体よりも否定的に認識されて
いるが，その中でブラジルからの参加者は，積極的な認識を牽引しているといえる。

また，今後，海外のウチナーンチュと交流予定があるかどうかを尋ねたところ，参加者
全体と中南米では，予定が「ある」「ない」がほぼ半数ずつであった。それに対してブラ

ジルは，交流の予定が「ある」と答えた人が約６割にのぼった（表６，図4-1)。海外の
沖縄県系人との交流についても，ブラジルからの参加者の積極性は顕著である。
3．ハワイとの比較一く島唄・コミュニティ型＞とく大陸・ネットワーク型＞

このことは，同じ問いに対して，ハワイからの参加者は，逆に交流予定が「ない」とし

た人が約半数にのぼったことと照らし合わせると，きわめて対照的である(表７，図4-2)。
筆者は，ハワイからの参加者に「交流予定なし」という回答の比率が相対的に高いことに
ついて，＜ハワイのウチナーネットワークの自足性＞という仮説をもっている６)。ハワイ

では，島喚性という地理的な条件と，沖縄県系人の集住密度の高さという社会的要件を背
景として，沖縄系の人々が，ハワイの中だけでも＋分にウチナーネットワークの`恩恵を
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表４県人会活動の次世代への継承（中南米）
居住国
メキシコアルゼンチンキューバブラジルペルーボリビア

坐田旧８ｍｕ

０２１０００

２１

皿Ⅳ６１１２

合計

朋皿５３８６

6.不明

０４０００２

5.わからない

７６４２１１

3.あまりうまくいっていない
4．うまくいっていない

０１３２００

1．うまくいっている

2.どちらかというと，うまくいっている

合計

６７７４１３１５４

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査。

表５沖縄県人会への次世代の継承（全体との比較）
中南米（％）ブラジル（％）全体（％）
1．うまくいっている４４（28.6）２３（30.0）２６３（33.1）
2.どちらかというと，うまくいっている６２（40.3）３２（41.6）２４５（３０９）
１９（12.3）５（6.5）７３（9.2）
８（5.2）３（3.9）１４（1.8）

3.あまりうまくいっていない
4．うまくいっていない

１０（6.5）８（10.4）１０９（13.7）
5.わからない
6.不明１１（7.1）６（7.6）９０（11.3）
合計１５４（100.0）７７（100.0）７９４（100.0）
資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査。

享受しており，とくに海外との交流に期待しなくても，ある程度，ネットワークとして自
足できるだけの成熟をとげているという仮説である。

ハワイの沖縄県系コミュニティは，沖縄県系のグローバルなネットワークにおいて，卓
越した存在感を示してきた。ハワイでＷＵＢが立ち上がり，第１回目の世界のウチナーンチ

ュ会議が開催され，第４回世界のウチナーンチュ大会にはハワイの沖縄県系の人々がチャ
ーター機で沖縄入りするなど，その牽引力と凝集力を示す事例は，枚挙にいとまがない。

ただ，世界の沖縄県系コミュニティを眺め渡せば，ハワイのような島喚性や，ある程度
の集住密度といった条件をもっている地域のほうが，むしろ少数派なのである。他の地域

の県人会は，＜島喚・コミュニティ型＞のハワイをモデルとするのではなく，自足的なネ
ットワークを成熟させるのとは異なるパターンを模索せねばならない。

これに対して，ブラジルでは，＜大陸・ネットワーク型＞ともいうべき，ハワイとは異
なった形の展開が起こっているように思われる。そこでは，海外のウチナーンチュとの交
流を含めて，地域や国家の境界を越えたネットワーク化が，より強い必然性を持って，積
極的に位置づけられているのではないだろうか。こちらの類型は，ハワイ類型に比べて，
集住密度などの要件を欠く分，県系人の動員が難しいといった困難をはらんでいる。しか
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表６今後の交流予定

居住国

１０

７２５

１７

７５２

６

1４

３００

2１

妬泌８

２２２

合計６

９８４

３２１

るい明

●●●

１２３

あな不

メキシコアルゼンチンキューバブラジルペルーボリビア合計

7７４１３１５４

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

□ある
關ない

50％

鬮不明
３

(1)中南米
１０％

％

４

(2)ブラジル

(3)対象者全体

図４－１海外のウチナーンチュとの交流予定

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

し別の見方をすれば，ハワイ類型よりも，地理的・社会的な条件の面で，より大きな汎用

'性をもっている。ブラジル類型の発展は，他の地域の沖縄県系コミュニティにとって多く
の示唆を与えうる，ひとつの理念型となる可能性を有しているのではないだろうか。

＜島喚・コミュニティ型＞のハワイ類型と，＜大陸・ネットワーク型＞のブラジル類型
の析出については，まだ仮説の萌芽段階にある。第４回大会のアンケート調査以外のデー
タを交えて実証的に検証していくことを，今後の課題としたい。
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表７今後の交流予定（全体）

ハワイ州ブラジル

全体

るい明

●●■

１２３

あな不

９４(33.9%）

４６(59.7%）

338(42.9%）

138(49.8%）

２３(29.9%）

337(42.8%）

４５(16.2%）

８(10.4%）

112(142%）

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

図４－２海外のウチナーンチュとの交流予定（ハワイ）
資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

4．スポーツ交流への期待一ローカル文化に支えられる沖縄アイデンティティ
アンケート調査で，今後，世界のウチナーンチュどうしで深めていくべき交流の分野に

ついて尋ねたところ，中南米からの参加者は，「スポーツ」と答えた人の比率（12.9％）
が，全体（10.9％）よりも，やや高かった（表８)。

スポーツ交流への期待は，中南米のローカルな文化としてスポーツがきわめて盛んであ
ることと無関係ではないと考えられる。
例えば，ペルーの沖縄県人会には，サッカーグラウンド，ゲートボール場，プールまで

備えた広大なスポーツ施設がある。そこでは，子どもや若者たちが，スポーツチームのメ

ンバーとして競技し，仲間をつくり，週末ごとに集うことによって，沖縄県系コミュニテ

ィへの帰属意識を育んでいる7)。彼らの沖縄アイデンティティは，中南米のスポーツを楽
しむ文化と融合しているのである。言い換えれば，ローカルな文化を経由してはじめて，
その地域で生まれ育った世代にも，沖縄アイデンティティとネットワークは再生産されう
るのだと思われる。

一方で，今後の交流の分野として，「ビジネス」と答えた中南米からの参加者は，５．３％
であり，全体（6.9％）よりも少なかった（表８)。沖縄県系人の越境的なビジネス交流
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表８交流を深めていくべき分野

（中南米）（全体）
件数％件数

％

１

●●●●●●●●

100.02,044

５１９９９２５１

５４７０６５７２

２２１

１２２２２６７２

２９６２４０５４

５４１２１１３

１

●●●●●●●●

３４７９３９７７

６３４２５３９３

8.その他
合計

２２１

7.人材育成

０９８９０５５４’０

5.ビジネス
6.行政・政治

１

4.スポーツ

０８１４２１７１｜胡

1.県人会などの活動
2.芸能・文化
3.空手・古武道

100.0

資料：「第４回世界のウチナーンチュ大会」アンケート調査より作成。

は，はるばる大会に参加しにやってきた，ネットワークへの動機づけや経済力が相対的に

高いと考えられる人々にとってさえ，具体的な展望が見えにくいものであるようである。

Ⅲ中南米からの声に学ぶ－沖縄の「伝統」とは何か
第４回大会の感想を尋ねた設問に対する自由回答において，中南米からの参加者が他の
地域からの参加者と共通していることは，この大会が開かれたことへの感謝や，大会を継
続してほしいという要望であった。また，沖縄系であることの強い誇りについて書いた人

が多いことも，全体の傾向と一致していた。以下は，その例である。

｢ウチナーンチュであることが自慢です１１１」（アルゼンチン，１世，６２歳，男性）
｢沖縄の子孫であることに感動した｡」（ブラジル，２世，６２歳，女性）
一方で，とくにブラジルからの参加者が記した自由回答に特徴的であったこととして，
ウチナーグチと呼ばれる沖縄独自の言葉が話されなくなってきていることなど，沖縄で起

こっている変化を危ぶみ，それに対して警鐘を鳴らすメッセージが挙げられる。

｢沖縄を初めて訪れ，戦後の目覚ましい発展，美しい街，礼儀正しく親切な人たちと会
いましたが，伝統的な言葉は忘れられつつあります｡」（ブラジル，３世，５９歳）

｢グローバル化された社会では，伝統を守るのが困難だ｡」（ブラジル，２世，６６歳，女
性）

ブラジルからの参加者のコメントには，沖縄の「伝統」が失われつつあることへの切実
な問いかけが込められている。これらの警鐘が，戦後移民１世だけでなく，２世，３世の
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｢世界のウチナーンチュ大会」と沖縄県系人ネットワーク（４）－中南米からの参加者の特徴を中心に－（野入直美）

人々からも寄せられていることは，きわめて興味深い。

沖縄の「伝統」とは，自明のものとしてウチナーンチュの間に存在しているものではな
く，自覚的に，ときには危機感を持って継承されていく必要`性に迫られているのかもしれ

ない。そのことは，沖縄に生まれ育ち，ウチナーンチュであることを当然のこととして沖
縄での日常をすごしている人々よりも，海外のデイアスポラ・コミュニティで生活し，異
文化にもまれている沖縄県系人によって，いっそう鮮明に意識されているように思われる。

ブラジル移民１００周年祭の芸能祭では，沖縄の獅子とブラジルの「ボイ・ブンバ」と呼
ばれる牛が同じステージの上でそれぞれに踊り，ときには向かい合って対時し，近づき，

また離れ，鼻をすりよせあい，琉球の音楽に合わせてともに踊る場面があった（写真３，
４)。

この沖縄移民１００周年芸能祭からは,ブラジルの沖縄県系人が沖縄の｢伝統｣に対して，
深い愛着と誇りを持っていることが伝わってきた。彼らは，沖縄の「伝統」をタイムカプ
セルのように固定化して保存するのではなく，ローカルの文化との融合，異文化間のせめ
ぎあいや文化変容を含めて，ダイナミックな形での「伝統」の継承を試みているように見
える。

移民送出社会であるく本家＞の沖縄に対して，＜分家＞，すなわち海外の沖縄県系人た

ちが，失われつつある「伝統」について警鐘を鳴らす。＜本家＞は，＜分家＞との交流か
ら，文化継承についての示唆を得ることもある8)。「伝統」の正統性は，常に変わらずく本
家＞にあるとは限らないのである。沖縄の事例は，移民送出社会と海外のデイアスポラ・
コミュニティとの，現代的な関係性のひとつのありようを示唆している。

写真３ブラジル沖縄移民１００周年記念・芸

写真４芸能祭のステージで乱舞する獅子と
ボイ・ブンバ

能祭で獅子舞に登場したボイ・ブンバ
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附記
アンケート調査に協力いただいた皆さん,移民１００周年記念シンポジウムのご尽力いた

だいたブラジル沖縄県人会，在亜沖縄県人連合会とＷＵＢの皆さん，データのとりまとめ
を行った共同研究者の鍬塚賢太郎先生に記して深謝します。

注

l）この共同研究は，文科省科学研究費補助金基盤（Ｂ）「沖縄社会の越境的ネットワーク
化とダイナミズムに関する研究」（代表・金城宏幸）の一環として行われた。その成果
は,研究成果報告書「沖縄社会の越境的ネットワーク化とダイナミズムに関する研究」
および琉球大学移民研究センター「移民研究」第４号（2008年２月）に記載されてい
る。

2）これらのフォーラムについては，研究成果報告書「沖縄社会の越境的ネットワーク化

とダイナミズムに関する研究」（平成１７～１９年度，代表・金城宏幸）に記載されてい
る。

3）野入：２００８ａ：９９．もともとの設問は，「あなたは沖縄系移民何世ですか？当てはま
るものひとつを選んで丸をつけてください」というもので,選択肢は(1)移民世(数

字をお書きください)，(2)世代がわからない，(3)沖縄系ではない，(4)その他であっ
た。
4） 金城：２００８：９１゜

5） ｢大会参加者のデータによって中南米の沖縄人の特徴をとらえていいのだろうか」とい

う貴重な指摘は，ブラジルにおける「移民１００周年とウチナーンチュ」フォーラムの
会場で，ＷＵＢ東京の重田辰弥氏から頂いた。記して感謝する。
6） 野入：２００８ａ：１０７．
7） 野入：２００８ｂ：７１．

8） 金城は、海外のウチナーンチュが沖縄の文化に影響を及ぼした例として，沖縄県議会

が９月１８日を「しまくとうばの日」として制定したことを事例に挙げている。沖縄県

議会がウチナーグチの継承を積極的に打ち出すようになった背景には，ペルー沖縄移
民１００周年記念式典のために県議団が南米を訪問し，ペルーの沖縄県系人から「しま

くとうば」を大切に継承していくことの重要'性を知らされたことがあるという。金城：
２００８：９３。
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The Worldwide Uchinanchu Festival and Okinawan Network (4):
Features of Participants from Middle and South America
Naomi NOIRI
University of the Ryukyus
(Sociology)

Keywords: The Worldwide Uchinanchu Festival, Centennial Anniversary of Okinawan

Immigration in Brazil and Argentina, Okinawan Network,

The Worldwide Uchinanchu Festival is the largest conventional event in the Okinawan Islands
held by Okinawa Prefecture every five years since 1990. The majority of the participants are
Okinawans from abroad, but Okinawans from mainland Japan and local people also get involved. The
4th festival ran in 2006 for six days and included 4,900 participants.
No surveys were conducted on the 1st, 2nd and 3rd festival. Prof. Kinjo, Prof. Kuwatuka and
Noiri at the University of the Ryukyus, Center for Migration Studies conducted a survey of the 4th
festival which was co-organized by the university and Okinawa Prefecture.

·39·

r~~iJf~J ~ 5

% 2009.3

Our research group presented the survey results in 2008 at community forums at the Japanese
American National Museum in Los-Angeles and the University of Hawaii. We also presented them at
the Immigration Forum at the 1OOth Anniversary of Okinawa Immigration in Brazil and Argentina.
The contents of these presentations are contained in this chapter, which focuses on the features of
the participants from Middle and South America. The Okinawan network in Brazil is compared with

another typical network, that found in Hawaii.
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