
復帰40年 沖縄国際シンポジウム
──これまでの沖縄学、これからの沖縄学──

日程：2012年3月29日（木）〜3月31日（土）　

会場：早稲田大学／国際会議場・小野講堂
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               ［第 1日］    3 月 29 日（木）                     
	 	 	 	 	 	 	     	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
１◇歌と踊りに見る琉球人・沖縄人の主体性                 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          
	 	 	 	 	 	 	 	 	     

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	    
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

２◇沖縄の健康長寿社会からみた日本の超高齢社会：本島北部・やんばる地域の現状と提言 	 	 	 	  
  

 

	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	   
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

３◇〈ニコライ・ネフスキー生誕 120 年記念パネル〉                      
ネフスキーの宮古研究̶̶これまで、そしてこれから   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  
 

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                          

	  

	         	 	      	 S  
M  

   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

 

４◇わったー「沖縄研究」のジレンマ──今を生きる「うちなーうない」の視点から       
Rinda YAMASHIRO KAYATANI  

 
	 Positionality 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rinda YAMASHIRO KAYATANI  
	 indigenous 	  
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	 	 27 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 	 	 	  

 

５◇久高島の祭祀世界̶̶久高島年中行事映像データベースからの視点〈１〉           
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   

	 	 	                                                    	   

 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	  
７◇Knowledge,Technology and Transnationality: Re-thinking Hawaii-Okinawa Relations in the 
Cold War and Post-Cold War Asia-Pasific Contexts                                             

Mire KOIKARI University of Hawaii at Manoa  
 

	  'Helping Others Help Themselves': Okinawa, Hawaii and Cold War International Technical  
	 	 	 Interchanges	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mire KOIKARI University of Hawaii at Manoa  
	 Collaboration of University of Hawaii and Okinawa Prefectural Chubu Hospital: Its	 History and  
	 	 	 Development in Past, Present, and Future	 	 Masao MAESHIRO  

	 Okinawan Studies at the University of Hawaii	 	 	 	 	 Bob HUEY University of Hawaii at Manoa  
Masahide ISHIHARA University of the Ryukyus 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        	   

 

８◇沖縄の言語と文化コース及び教材・辞書開発について                   
	 	 Out of Okinawa:Uchinaaguchi at the University of Hawaii 

Joyce CHINEN University of Hawaii - West Oahu  

 
	 Okinawan Reference Works in English	 	               	 Stewart CURRY University of Hawaii  
	 Honolulu Community College  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 K. Justin OTA Honolulu Community College  
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９◇「復帰」をめぐる複数の声：在外同胞、沖教職の位置性と戦後沖縄の帰属問題              
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	  : 1951 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	  

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
                             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 

10◇久高島の祭祀世界̶̶久高島年中行事映像データベースからの視点〈２〉           
  

  

	 	 	 	   
	 	 	 	   

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	  
11◇組踊とは何か──組踊の伝統と継承                          

  
 

	 .                                   

	 	 . 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	                                               

	 	                                 	 	 	 	   
        	                   	          

 

12◇自由論題：環境                                     
Hiroshi KAKAZU Meio University  
 

	 Okinawan Development Policy Discourse: Then and Now 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lonny E. CARLILE University of Hawaii at Manoa  
	 The Spatial and Temporal Patterns of Tourism Development of Okinawa Prefecture 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  David NGUYEN University of Hawaii at Manoa  
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13◇自由論題：基地①                                     
  

 
	 U.S. Military Bases and Violence against Women Stand up for Women's Rights 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Yacine MANCASTROPPA Ca'Foscari University of Venice  
	 Constructing Politics in Okinawa. Culture, Memory, and Identity 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Gabriele VOGT University of Hamburg  

 

14◇「復帰」の裏側―反復帰・反国家論、文学、反戦兵士                    
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	                                    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 

15◇琉球芸能ワークショップ（共催：アジア研究機構）                        
  
	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ( ) 	  

 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 

 
◇懇親会（18:30-20:30） 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会場：大隈会館 1F「楠亭」 
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                       ［第２日］    3 月 30 日（金）                    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	  
16◇沖縄文化研究における古代性の呪縛                             

  

 
	  
	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  
	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
                         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 

17◇自由論題：自治                                     
  

 
	 3.11  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	  

                                                         
	 	    
	 	 	 	 	 	 	 	   

 

18◇自由論題：移動①                                   
  

 
	 Okinawan Migration to Mexico Beginnings and Revolutionary Period 

MENDOZA Martines Emma  
	 	 	 	 Being of Okinawan Ancestry in Peru and in Japan Instrumentalizing Okinawan Identity amongst  

	 	 Nikkei Peruvians	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 

19◇自由論題：表象①                                    
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20◇Shinsaku-kumiodori: Theatrical Intersections Okinawa/Japanese Identity Construction                                              
Shoko YONAHA Ryukyu University  
 

	 The Representation of Women in Okinawan Theatre: From Shakespeare to Shinsaku-kumiodori 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Masae SUZUKI Kyoto Sangyo University  

	 Shinsaku-kumiodori and the ‘Interperformative’ in Okinawa 
                                     John D. SWAIN California State University, Northridge  
	 Ōshiro Tatsuhiro’s Shinsaku-kumiodori: Revitalization of Okinawan Performing Arts 
                                                       Shoko YONAHA Ryukyu University  

Wesley Ueunten San Francisco State University 	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	  
21◇Trauma and Violence in Contemporary Fiction from Okinawa              

Davinder BHOWMIK University of Washington  
 

	 The Prominence of the Basetown in Contemporary Literature 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Davinder BHOWMIK University of Washington  
	 Spatially Proximate Postmemory: Space, Place and Trauma in Medoruma Shun’s fiction 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kyle IKEDA University of Vermont  
	 Confronting the Ghosts of the Past: Memory and Rupture in Sakiyama Tami’s Kuja Stories 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Victoria YOUNG Ph.D Candidate University of Leeds  

Michael MOLASKY Hitotsubashi University 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	  

 

22◇自由論題：基地②                                      
  

 
	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	 	 	   
 

23◇自由論題：人類                                      
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24◇人の記憶・土地の記憶──生活の場を見つめて                     
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	   

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	       

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 	  
25◇沖縄戦死者の現在──複数の文脈から考える                        

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

  

	 	 	 	   
 

26◇ポスト沖縄振興体制における沖縄の将来像：持続可能な沖縄の経済社会の構築へ       
   

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	                
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

                         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

27◇自由論題：移動②                                              
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	 1949-1951  

 	 	         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	      	 	    
	       
	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 

28◇自由論題：表象②                                              
  

 
	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 Contemporary media constructions of Okinawa: narrative strategies of postcolonial  
	 	 self-representation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Ina HEIN University of Vienna, Austria  

	 Shimota Seiji’s Ryoshuu no Nageki (Prisoner’s Lament)– A Tale of the Empire, War and its  
	 	 Aftermath	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Irena POWELL Sheffield University  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 	  
29◇沖縄戦の後遺症とトラウマ的記憶                             

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	   
	 A 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	    
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 

30◇戦前期沖縄県の令達・令規について―その類型と変遷を中心に―               
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31◇空間と記憶 : 「技術導入事業」にみる戦後沖台・沖韓関係                              
  

 
	 1960 1970  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 1970 	 	 	 	 	 	 	   

   	  

 

 
 

              ［第 3日］    3 月 31 日（土）                 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 
34◇引揚者からみる沖縄社会 植民地経験と「戦後」復興                    

  
 

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	     
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

35◇琉球列島先史学最前線                                            
  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	    
	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 

36◇自由論題：沖縄戦                                    
  

 
	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 /                	   
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37◇越境する沖縄関係資料 資料収集・公開・共有を目指し過去から未来へ           
  

 
	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	  

                                      C.V.  
	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	                           	 	    
	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	    
 

38◇沖縄の歴史をバイパスする Bypassing Okinawan History                                
 University of North Carolina at Chapel Hill  

 
	 Voice-overs on Jinruikan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	   

	 Takamine Go’s Time Bomb	 	 	 	 	 	   	  University of North Carolina  
	 The entry of mainland sugar capital and the impossibility of plantation sugar in Okinawa	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   Furman University  
	 A Silent History: Okinawa Shrine	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   M. University of Richmond  

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
39◇米軍基地が地域社会に及ぼす影響─辺野古・高江・グアム                 

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

40◇宮古島の神歌：狩俣の祭祀歌謡ならびに西原のユークイ、現在の状況と問題点         
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41◇人の移動を学ぶ ―移民、台湾関係からアメラジアンまで―                
  

 
	 JICA 	   

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

42◇自由論題：歴史                                      
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	   
	 	  	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
43◇沖縄近代と語られる女性の移動経験：日本本土・南洋群島・台湾へ            

  
 

	 1906 1944 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  PD  

	   
 

44◇国際アクターとしての沖縄 戦後沖縄の「対外関係」                    
  

 
	 1950 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 1970  	 	 	    
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	 1990 	 	            	   

              	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	  	  

 

45◇基地所在市町村における歴史文化表象の今日的課題：沖縄市コザ地区を事例として       
  

 
	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	        
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

46◇近代沖縄における「同化」をめぐる研究のこれまでとこれから 
─沖縄県教育会機関誌『沖縄教育』復刻を共有財産として                

  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

47◇【特別企画】映像と歌でつづる琉球紙芝居「神話を語り、うたい、奏でる」                          
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65
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2005 65 19.16 24.86

1 2 1 5
65

weighted disability prevalence, 
disability-adjusted life expectancy, 

 
	 2007 65 17.37 3 20.61 6

52.40
41 60.39 31
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＜N. NEVSKY  ニコライ・ネフスキー生誕 120 年記念パネル  PANEL＞ 
――ネフスキーの宮古研究：これまで、そしてこれから―― 

【司会】加藤九祚 （国際シルクロードアカデミー） 

【報告 1】田中水絵（沖縄文化協会） 

【報告 2】 E.S. バクシェエフ（国立ロシア文化研究所、国際交流資金フェロー） 

【討論】ウラジーミル M. アルパートフ（ロシア科学アカデミー東洋学研究所） 

【討論】パトリック ハインリッヒ（獨協大学） 

【パネル責任者】 エフゲーニー・S. バクシェエフ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【報告 1】田中水絵  TANAKA  Mizue  
 「ネフスキーを宮古諸島に導いた人々：ポリワーノフ、ウィルト、伊波普猷の知られざる軌跡」 
 They led N.A. Nevsky to the Miyako Islands : The little known History of  E.D. Polivanov , A. Wirth and Iha Fuyu 

今から 90 年前の 1922 年、ロシアの言語・民族学者ニコライ・ネフスキーが初めて宮古諸島

に渡った。彼は三度のフィールドワークで宮古諸島の言語や風習に関する多くの資料を集めた

が、1929 年の帰国後、日本のスパイ容疑で命を奪われ、業績も資料も闇に埋もれた。その後、

それらの資料に光が当たり、伝記も書かれた。しかし、大きな謎が残っている。＜何故、宮古

だったのか＞という謎である。報告者は、これまでのネフスキー研究を検討し、新しい資料を

基に本パネルで謎の答の一つを提示する。  
1. これまでの研究の検討ーーネフスキーの沖縄研究までの道程      【報告者による注釈】 

加藤九祚氏の『天の蛇―ニコライ・ネフスキーの生涯』(1976)は、1915 年に日本留学したネ

フスキーが神道、東北のオシラサマ信仰、アイヌの伝承、そして宮古諸島へと研究を広げた足

跡を照らし出した。ソ連で発表された資料(1)(3)伝記(2)は、ネフスキーの諸研究が＜神話創造の中

心の探求＞という民族学的探求で繋がり、その探求を支えたのは研究対象の民族の言語の習得

という言語学的方法であったことを示した。 
ネフスキーは 1919 年に北海道に転居する前後から琉球語会話や古代琉球語の辞書『混効験

集』を学んでいる。彼が沖縄に関心を抱いたきっかけの一つは、ロシア革命勃発で帰国の機会

を逸した 1917 年頃に出会った伊波普猷の『古琉球』(1911)【再版(1916)に『混効験集』が付録】

だろう。民俗・言語の両面で記紀万葉時代の文化を留める＜天然の古物博物館＞・琉球が＜神

話創造の中心＞を探求するネフスキーを捉えたのだ。 
2. ネフスキーを宮古諸島に導いたものーーポリワーノフ、そして知られざるウィルトの論文 

1919（あるいは 21）年、ネフスキーは宮古島出身者に宮古方言を習った。沖縄研究の対象

を宮古に絞ったのだ。当時、柳田国男や折口信夫ら民俗学者が沖縄に注目し始めたとはいえ、

＜学問上の未開地【柳田】＞・宮古を彼に選択させたのは何か。 
報告者は、ネフスキーのペテルブルグ大学時代の先輩、E.D. ポリワーノフの「日本語、琉球

語音声比較概観」(Е.Д. Поливанов“Сравнительно-фонетический очерк японского и рюкюского 
языков”1914)を挙げる。＜日本語・琉球語の比較研究の出発点＞と高く評価されるこの論文

に、著名なチェンバレンの「琉球語文典並に辞典に関する試論」(1895)から引用した首里方言

のほかに、宮古方言など琉球諸方言が引用されているのだ。情報源は A. ウィルトの「新しい

琉球諸方言」(A. Wirth“Neue Liu-kiu Mundarten”『Zeitschrift für afrikanische und oceanische 
Sprachen』1900、ベルリン) 。 

ウィルトとは何者？宮古に来たのか？報告者はウィルトの論文を日本で見つけられず、ドイ

ツ【ボン大学・近現代日本研究センター】から入手し、本パネルで紹介する。 
ウィルトの論文によると、彼は 1897 年、マライ語の痕跡を求めて沖縄本島と奄美大島を巡

った。八重山と宮古島の方言は首里の中学の複数の学生【離島出身者】から集めた。ドイツ語と

の対照表に示された琉球諸方言の数は、山原方言 53、沖縄南端の方言 110、八重山方言 53、
宮古島方言 143、大島方言 133。 
知られざるウィルトは、まとまった数の琉球諸方言、特に多数の宮古方言を記録した最初の

人物だった。ポリワーノフはウィルトの集めた宮古方言を引用し、「最も保守的な方言は宮古

島であり、そこでは p【日本語ハ行の古音】が保存されている」と記した。このフレーズや引用

された宮古方言が＜神話創造の中心＞を沖縄に探っていたネフスキーの研究の焦点を、言語学

の視点から宮古諸島に絞らせたと考えられる。 

パネル3
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3. 論文を巡るポリワーノフ、ネフスキー、伊波普猷の軌跡 

ポリワーノフは 1914（あるいは 17）年、献辞を添えた論文をネフスキーに贈った。また伊

波普猷も同論文を所持していた【ポリワーノフ「日琉語比較音韻論」(1934)の訳者・吉町義雄「訳者

の前置き」】。ネフスキーは 1922 年の一回目の宮古調査時に伊波と会い、親交を結ぶ。1929
年、伊波はネフスキーにポリワーノフのアドレスを問う手紙【天理図書館所蔵・未発表】を送り、

「琉球語の母音組織と口蓋化の法則」(1930)でネフスキーとポリワーノフについて言及。ネフ

スキーは帰国後、「音素p考」(3)で伊波とポリワーノフの論文を引用。ポリワーノフは日本語の

子音に関する論文(1931)で琉球方言資料をネフスキーの記録から引用した(4)。彼らは研究上で

交流を続けたのである。 
(1) Н. Невский , сост.Л. Громковская“Фольклор Островов Мияко”1978  (2) Л. Громковская, Кычанов“ Николай 

Александрович Невский ”1978     (3)“Петербургское Востоковедение Выпуск 8”1996 
(4)  B.M. アルパートフ『ロシア・ソビエトにおける日本語研究』1992 

4. 報告 1 に関する討論 

 琉球語研究者ハインリッヒ氏は、A. ウィルトの論文はドイツの研究者にも知られていないと

述べた。また外交史料館所蔵のウィルトの資料（日清戦争時、従軍記者の願出）についての報

告に対し、ドイツ語新聞を調べて当の A. ウィルトであることを裏付けた。そして A. ウィルト

の沖縄調査の背景に人類学的関心があったことを指摘した。 
 『ロシア・ソビエトにおける日本語研究』の著者アルパートフ氏は、ポリワーノフとネフス

キーの研究上の共通点に高度な言語学の知識、フィールドワークの重視を挙げた。相違点には

ネフスキーが日本の古文献や学者の成果を取り入れたことを挙げたが、この点にネフスキーが

日本で注目される理由の一つを報告者は見出した。 
 来場の研究者からは、これまで欧米人が中心だった外国人と琉球・沖縄の文化交流史に、ロ

シア人やウィルトなど知られていない人々が加わったことを評価する発言があった。埋もれて

いる資料の国際的な調査・翻訳の協力の必要性を再認識した討論であった。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【報告２】 エフゲーニー S. バクシェエフ   Evgeny S. BAKSHEEV 

「ニコライ・ネフスキーと宮古島――琉球民俗・フォークロア・言語の未発表資料について」 
“NEVSKY on MIYAKO :  Unpublished Materials on Ryukyuan Ethnology, Folklore and Language” 

 

Ｉ．N.ネフスキーによる宮古語・琉球諸語音声記号 

ネフスキーは宮古語記録のために国際音声記号（IPA)を使った（「ja」=「や」、「ju」=
「ゆ」、「jо」=「よ」、「з′а」=「じゃ」、「з′u」=「じゅ」、｢з′о｣=「じょ」）。 

『宮古方言ノート』は語彙項目の順番による : a b d з f g h i j k l m n ŋ o p r s t c u v w z 
ＩＩ．ロシア・日本に眠っていたＮ．ネフスキーの未発表資料 

（イ） 天理大学付属図書館所蔵の宮古島に関するネフスキーの未発表資料 

“Ｋａｍｓï”ロシア語手書きの日記；「結婚」ロシア語手書きの原稿；「マイバヌマハイナス

ィミガガマヌアーグ」、「タニメガヌアーグ」や「子守唄」の宮古語原文（記録はローマ字形

国際音声記号）；「ナナンミアーグ」の注釈；「マモヤ」アーグの日本語訳；トウーガニ（８

首；宮古語原文、ロシア語訳、注釈；記録はネフスキーの特有キリル文字音声記号）等。 

（ロ）ロシアで保管している宮古歌謡の原文（東洋古文書研究所 サンクトペテルブルグ）：

「マムヤアーグ」、「マツィカニアーグ」、「イキマ マーズミガアーグ」、「クリマウスィミ

ガガマアーグ」、「マハイナスィミガガマヌアーグ」、「クムヌシューガアーグ」、「クマラ

パーズトゥユミヤアーグ」等。 

ＩＩＩ．ネフスキーの資料に対する新しい見解 

（イ）「天の蛇としての虹の観念」（ロシア語草稿 １９２２、天理大学付属図書館）：日本で

はネフスキーが｢虹｣（ニジ）の語源は｢主｣（ヌシ）であると論証したという誤解がある。実は、

彼は｢ニジ｣の語源は｢ヌルズィ・ノロズィ｣（蛇・蚯蚓・鰻の意）であると書いている。 
（ロ）『宮古郡伊良部村語集』（成城大学民俗学研究所紀要 第３１集 ２００７年３月）：この語集

の著者はネフスキーではない。天理大学付属図書館にあるその原文を調べた上で、初代伊良部村長

国中寛徒（１８７３－１９２９）が書いて、ネフスキーがそれを収集したと思われる。 
ＩＶ．宮古島への一回目の訪問・調査（１９２２年７月２６日～８月下旬） 
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（イ）“Ｋａｍｓï”ロシア語手書きの紀行文の一節（天理大学付属図書館）： 伊良部島

の調査の記録（１９２２年８月５～６日）。“Ｋａｍｓï“（カム。スィ・普通「カムス」）は

字伊良部のヌーシ御嶽に隣接している「Ｋａｍｓïｊａ：」（カム。スィ屋）という拝所の女性

司祭者の名。その紀行文は日本語に翻訳されておらず、国中寛徒の日記とかなり異同がある。 

（ロ）宮古島への一回目の訪問： 結婚と出産の風習や民俗病気治療の調査 

ネフスキーによる宮古島結婚調査の成果：「宮古島の結婚と祭礼」（編集者による抄録；雑

誌『地球』１巻３号 １９２４年）と「結婚」(“Брак”)ロシア語手書き原稿（天理大学

付属図書館）。『地球』の抄録とロシア語原稿は５行のみ一致。原稿は抄録の続編に当たる。 

ロシア語原稿の概要は宮古全島の結婚の風習： 宮古島では結婚の事は“ni:bicï”(根引)、
“sasagi”(捧げる)、“tuзïmaзï”（求婚）、“ju:baz”(夜這)と言う。宮古島では結婚様式は

二つの基本パターンは｢自由結婚｣と｢不自由結婚｣。｢自由結婚｣の分布区域：池間島、西原部

落、佐良浜部落、島尻部落。その発祥地は池間島。｢不自由結婚｣（発表者：｢見合い｣）の分

布：平良五箇、狩股部落。｢自由結婚｣の場合、若者たちが“kuic′a:”＜クイチャー巻き踊り＞

の時に付き合って、と“tuŋkaraja: ”＜とぅンからやー・輩屋＞で夫婦になる。 

『地球』の抄録は宮古語の標記諸問題：（例）「ムクゾウ」は間違い。正しいのは「ムクジョ

ウ」（muku-з'o:）（婿代）＜婿の側の仲人＞。 
Ｖ．ネフスキーの『宮古島方言研究のための資料』（«Матерьялы для изучения говора 
островов Мияко»、ロシア科学アカデミー東洋古文書研究所の所蔵；通称『宮古方言ノート』） 

この宮古語の記録集は琉球言語学についてのネフスキーの主要な業績：5700 語彙項目; A-4 

1200 頁 。宮古語の微妙な音を正確に表記。｢宮古方言文法編｣もあった。『宮古の民俗文化百

科事典』と呼ばれる資料。1991 年にゴルバチョフ大統領から早稲田大学に寄贈され、後に平良

市が複写版で出版した『宮古方言ノート』。宮古語を国際音声記号、日本語やロシア語で記録

した手稿の『ノート』の幅広い利用を目指す報告者は、ロシア語部分の翻訳・『ノート』の辞

書編纂などの取り組みについて報告（その整理は沖縄国際大学の高橋俊三元教授との協力による）。 

『宮古方言ノート』から語彙の例： 【 】発表者の訳 

（イ）『宮古方言ノート』における出産・新生児語彙の例 
1:166 ffanasïkani (Sarah)難産。【難産の時に旦那さんが打ち込んだ釘を抜き取る。】 

２:１６０ sauзï  (Sarah)【出産後の守るべき物忌み。たとえば、水を投げ捨てないようにする。そうし

ないと産婦は血がとまらない。】 

1:565 na:fi:  【生まれた子供に名前を与えること。】 
2:63  pazdi-paзïmi (Ta) (Ps)【初めて外に新生児を出すこと。Psaraでは粟のこね粉から作られるケーキ

（いわゆる mucï [餅]）を親戚に持って行き、親戚からは（男の子は）本と扇子あるいは（女の子は）

布と扇子をもらう。Taramaでは、それは生後の 8 日目に行われる。pazdi を参照。】 

（ロ）『宮古方言ノート』における化け物語彙の例 
1:23  aja-pinзa (Ps)【katapagzï-pinзa（片脛山羊）の別名。野崎の近くで１１月８日に現れる。】 
1:378 katapagzï-pinзa (Ps) 片脛山羊。【片足山羊は人に背後から飛びかかり顔を舐める。人が振り向く

と山羊は突風に変身して、人を打ち倒す。人は熱病を起し、時には死に至る。】 
1:118  bo:зïvvagama  (Ps) お化けの一種。【出る所決まって、様々な酷い目に会わせる（結局 sïtuf-kaз′i
〔悪害の突風〕に変身する）】 
２:２１３ sïtuf-kaз′i  (Ps)【突風。常に悪害。妖怪や化け物がその風に変身する。】 
1:320 kaз′i-ataz′-z′am (Ps) 風當病の義。【お化けに会っての高熱を起して死する病。心臓麻痺の一種。】 

ＶＩ．『宮古方言ノート』の民俗学的考察－「ウヤーン・ウヤガン」祭り（祖神祭）― :「ウ

ヤガン」と一般的に呼ばれている宮古の代表的な祭りについて幾つか記録がある。昔、この祭りは

宮古の三箇所、つまり狩俣、島尻と大神島で行なわれていた。この祭りの方言名はそれぞれ違うが、

ネフスキーは三つの呼び方をあげている。平良で｢ujagam｣/「ウヤガム。」、島尻「ujagaŋ」/「ウ

ヤガン」、狩俣 「uja:m」/「ウヤーム。」。『地球』の抄録での間違い：「uja:m」=>「ウジャ

ム」,「ujagam 」=>「ウジャガム。」。『ノート』はその他、島尻を中心に記録がある。 

ＶＩＩ．「月のアカリヤザガマの話」の宮古語による原文記録の復元 

「月と不死〈若水の研究の試み〉」（１９２８年）にネフスキーはこう書いた。１９２６年８

月１７日《「アカリヤザガマの話」に関する興味深い伝説を、平良出身の慶世村恒任氏より聞

き、書き留めておいた。原文は次回に譲って、これを本邦語に訳してみる。》ただ、１９２９

年にロシアに帰国したため、《次回》はついに実現しなかった。発表者は『宮古方言ノート』
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などの資料を掘り起こして｢cïksï nu akar'a:zzagama nu panasï｣という宮古語原文を復元した
（発表の際にその復元した原文全文が『参考資料』として配られたが、本報告書はその一部のみ掲載）。 

＜cïksï nu akar'a:zzagama nu panasï＞ 「月のアカリヤザガマの話」 
（上）ネフスキーの標準語訳： 「月のアカリヤザガマの話」（「月と不死〈若水の研究の試み〉」） 
（下）ネフスキーが書き止めた「月のアカリヤザガマの話」の宮古語による記録 

(1)[是は昔々大昔]この大宮古、美しい宮古始めて人間が住む様になった時の事だそうです。 

niŋginnu kunu upum'a:ku kagim'a:kuŋ idipaзïminu tuksïnu  kutu no:kam 
(31)蛇は 生まれ替えて継命して只今迄居るとさ 

pavva sïdimmari cïgzïnnutcaśi: nnamagami uzca 
 

報告２に関する討論 

アルパートフ氏は、ネフスキーの研究の特徴の一つに、現在生きている口碑民俗文化を重ん

じたことを挙げた。この特徴が結集されたものが、『宮古方言ノート』であろう。またアルパ

ートフ氏もハインリッヒ氏も『宮古方言ノート』の辞書編纂、ネフスキーの未発表資料の整

理・発表の重要性を強調した。 

 

討論・総括 

アルパートフ氏はネフスキーなど日本語学者に関する研究が停滞しているロシア学界の現状

を伝えた。またネフスキーがアイヌ、台湾、西夏語、宮古と研究を広げた要因の一つに、結果

より過程を重んじる彼の研究上の特徴を挙げた。今後は日ロの研究者の協力でネフスキーの宮

古・沖縄研究に「結果」を与えたい。 
加藤九祚氏はネフスキー研究の原点に戻り、ネフスキーのような優秀な学者を生んだ当 

時のロシア学界に関し、哲学や歴史など様々な面から再検討する必要性を述べた。そして、こ

れからのネフスキー研究に向け、国際間の迅速な資料交換・翻訳のネットワーク（国際ネフス

キー研究会）が提起された。国際間の協力は沖縄学全体に向けられるものであろう。 
報告においても討論においても沖縄学の創設についての諸問題をあらゆる面で検討した。 

 

報告テーマに関連する報告者の主要な業績 
田中水絵 「Ｎ．ネフスキーの宮古研究の道程  ――論文「宮古における病封じ」を中心に」 『沖縄文化 １００号』沖縄文化協

会 ２００６年 

田中水絵  論文 ＜音素Ｐ考＞に探るネフスキーの宮古研究の道程」  沖縄学研究所 紀要『沖縄学』第十号 ２００７年３月 

エフゲーニー S. バクシェエフ  「ニコライ・ネフスキーと沖縄・宮古島」 // 『ドラマチック・ロシア in Japan － 文化

と史跡の探訪』 企画 ロシアン・アーツ、発行所 生活ジャーナル, 2010  （日本語）. 
Evgeny S.  Baksheev. ОБЫЧАИ, КУЛЬТЫ И ПОВЕРИЯ ОСТРОВОВ МИЯКО, ОКИНАВА (по «Матерьялам для изучения говора 
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わったー「沖縄研究」のジレンマ：

今を生きる「うちなーうない」の視点から

Rinda Yamashiro Kayatani1、知花 愛実2、赤嶺 ゆかり3、親川志奈子4、崎原千尋5

喜納育江6（討論者）

 本パネル発表者はハワイで学び、沖縄の外から沖縄をみる機会に恵まれた。ハワイは、リゾ

ート観光地としてのイメージからは想像できない苦悩の歴史を有する場所である。他民族によ

る圧力が、ハワイ王国崩壊、植民地化、軍事化、アメリカナイゼーション、プランテーション

経済、セトラー・コロニアリズムを生み、カナカマオリ（ハワイ先住民）は自国にいながらに

して社会の底辺に追いやられている。一方で、カナカとしての尊厳を取り戻すために続けられ

る抵抗運動、言語・文化復興を通してアイデンティティと自己決定（権）の回復、脱植民地を

めざすインディジネス・ムーブメントがあり、様々な意味で沖縄の将来を考えさせられる場所

である。

ハワイという土地は常に発表者たちに沖縄を知ることへの責任を問い続けている。本パネル

を構成するにあたって、わったーが沖縄を考えるときに感じるジレンマは一体どこからくるの

かという問いが生まれた。うちなーんちゅとして、女性として、大学院生、研究者として沖縄

とどのようにして 向き合うべきなのか。単純に沖縄を「対象」として割り切ることが出来るの

か。研究者としての立ち位置を顧みながら、当事者として沖縄そのものの複雑さを簡素化せず

ジレンマを言語化し、わったー「沖縄研究」の脱植民地化を今を生きるうちなーうないの視点

から模索した。始めに感じていたジレンマはハワイと沖縄を繋げた議論の過程の中で乗り越え

られ、責任を再確認すること繋がったとパネル発表を経た今、発表者たちは実感している。

本パネルは、はじめに Rinda Yamashiro Kayatani が、“流行”としての「沖縄研究」、“研究対

象”として他者の物差しで測られる沖縄について、自らの研究者という立場を見つめポジショナ

リティというコンセプトを用いて述べた。どうすれば当事者として沖縄を知る、考える、語る

ことができるのか、実体験の事例を挙げながら、 reflexivity, emotion, feminism など社会学的視点

から問題提起を行った。

第一に、日本人学生から受けた質問、「沖縄研究は沖縄の人しかやっていけないのか」を事

例に、作られる学問的知識そのものの根底に力関係があるということを前提として、抑圧され

る側が脱植民を目指し自分たちの歴史や経験を自分たちの目線から発する事の大事さを考察し

た。しかしながら、チャンドラ・モハンティーの考えを借りるならば、沖縄の人であっても、

植民者と同じ眼差し、ものさしで研究をするのであれば、そこに正義はないと議論した。つま

                                                        
1 りんだ やましろ かやたに：ハワイ大学マノア校社会学博士課程
2 ちばな めぐみ：ハワイ大学マノア校政治学 Indigenous Politics Program 修士課程
3 あかみね ゆかり：沖縄国際大学非常勤講師
4 おやかわ しなこ：琉球大学大学院博士課程後期
5 さきはら ちひろ：ハワイ大学マノア校アメリカ研究学博士課程
6 きな いくえ：琉球大学国際沖縄研究所教授 

パネル4
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り、研究目的やどのようなスタンスとアプローチを持って沖縄を研究するかが問われているの

であり、力関係に対しての抵抗や解放を学問的に研究する重要性を主張した。

 第二に、ある研究者の「沖縄とはつかず離れずの関係がちょうどいい」というコメントから

研究者と「対象」の関係性について考察した。研究者の知的好奇心を満たし、業績につなげる

だけの沖縄研究として消費されているのではないかと問題提起し、情報提供者と研究者の間で

は謙虚な心とリスペクトをもった対話が重要であり、平等であるべきだと提案した。

最後に、見ようとしている出来事、現象、権力関係の背景にあるコンテクストに注目し、地

勢的、歴史的、政治的、経済的、また、精神的（心理的）という総体的な観点が沖縄研究の脱

植民地化として必須であると論じた。

 次に知花愛実が、「持続可能な自己決定へ向けて─ indigenous の視点から考える『沖縄研

究』」というテーマで、Indigenous アプローチによる沖縄研究の模索を試みた。

オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国などの indigenous peoples により人権保障、地位回

復が主張され、1980 年代以降は、アジア、アフリカなどでも植民地政策や強制同化政策により

差別を受けてきた民族的集団が“peoples”としての自己決定権を主張した議論や抵抗運動が展開

されてきた。

2007 年には国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択され、沖縄も

1996 年より国連の場において自己決定権を訴えてきたが、日本政府は「沖縄県居住者は日本民

族」、「琉球民族の意味不明」などとして沖縄からの主張を退けている。

 そこで知花は、indigenous peoplesであることにセルフ・アイデンティフィケーションが重要

視された事を鑑み、誰が indigenous なのか、沖縄の人々にとって indigenous であることの意味に

ついて十分に議論がなされてない事を指摘した。

 そして indigenous とは、歴史、信仰、言語、土地が peoplesとしてのアイデンティティを形成

する過程でどれも同様に不可欠で重要な要素であると議論を展開した。

 次に、地域研究、またはマイノリティ研究の延長線上に置かれる現在の沖縄研究を indigenous 
studies の視点から捉える可能性を提案した。Indigenous アプローチを通しての沖縄研究とは、権

利主体者としての indigenous peoples という政治的自己決定の枠組みを超え、知の生産において

も沖縄が自己決定を行うことができ、沖縄人の存在論、認識論が再生できることを手助けする

と主張した。それはまた、沖縄という土地、人々への責任を果たすことで、持続可能な自己決

定を促すということにも繋がるのではないかと提唱した。 

 赤嶺ゆかりは、indigenous の視点からの沖縄研究の中でも、具体的に脱植民地化を目指す教育

内容の充実と発展を目指す方法論に注目し、「ハワイのカナカマオリの教育実践から学ぶ教育

の脱植民地化」というテーマで発表を行った。

カナカマオリ主導によるハワイ研究入門クラスのシラバスやカナカマオリの教育実践研究を

分析して明らかになったことは、①世界観を中心化すること、②エンパワーすること、③主体

性をもつことであり、これらが脱植民地化のプロセスとして重要であることを考察した。それ

は、生活の実践と運動の根拠となる世界観を教育実践を通して学ぶことであり、その世界観が

先住民族の文化運動をエンパワーし、脱植民地化に繋がっていると論じた。

 具体的には、「祖先や大地」と「クレアナ（責任）」という概念が実践に生かされ、生活す

る主体としてカナカマオリの世界観が中心化され、教育の場で indigenous の知識が産み出され
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ていることを指摘し、カナカマオリの研究者がいかに heuristic action research などを用いながら

批判的に文化復興と社会改革のための研究、そして教育実践を結びつけたのかを考察した。

ここで赤嶺は、研究者自身の「主体性」が、国家や植民地主義の動員の道具となり隷属化を

進める「主体」となる危険性があることも指摘し、「主体性」を植民者に奪われないためにも

注意深くなければならないと主張した。

 赤嶺はこれらのことを踏まえた上で、わったー沖縄学（入門レベル講座）における教育実践

の可能性について検証し、シラバス試案を事例研究として発表した。Indigenous の世界観である

「祖先や大地」という概念を基軸に、「うやふぁーふじから現代の政治的な自己決定（権）」

までを含む 8 つの領域から構成される教育内容を提案し、研究者の責任として、祖先や土地、

歴史とつながり、生活の中からの実践を通して知を創りあげることが脱植民地化の研究および

教育実践における重要事項のひとつであることを提唱した。

次に親川志奈子がハワイ語の言語復興を踏まえ、脱植民地化のための琉球語復興の試みにつ

いて議論した。

 2006 年次世代への継承を主旨とした「しまくとぅばの日」に関する沖縄県の条例が制定され

た。2008 年には国連 B 規約人権委員会が日本政府に対し琉球民族の子どもたちが民族の言語文

化を習得できる機会を与えよとの勧告を行い、2009 年にはユネスコの危機言語レッドブックに

琉球諸語が登録された。しかし沖縄の継承言語教育は実現しているとは言えない。

 1970 年代に起こったハワイアンルネッサンスに端を発するハワイの言語と文化復興運動では、

公的使用を禁止されたハワイ語はフラや農業、航海法など文化と共にハワイ人自らの手で発掘

され再生を始めた。絶滅の危機にあったハワイ語は、子どもたちをハワイ語で保育するプーナ

ナレオに始まり、公用語の地位の獲得、公立学校におけるハワイ語のクラスの設置、そして今

日ではハワイ語の博士論文がハワイ大学に提出されるまでに至っている。ハワイ語の復興は、

自らの土地でマイノリティになったハワイ人が文化を取り戻し、脱植民地化に向けた抗の手段

として機能している。

 一方で、ハワイ語にとっての転機となった 70年代、沖縄では過酷な米軍統治からの一日でも

早い脱却を求めた復帰運動の機運が高まっていた。日本を「祖国」と位置付けた復帰運動は方

言札を復活させ標準語励行として発展した。2011 年の琉球新報による県民意識調査では 20 代

30 代の約 9 割がしまくとぅばを話せないと回答している。

 40 年の歳月がハワイ語と琉球語が歩んだ異なる道を鮮明に表出させている。現在県内各地で

起こっている琉球語復興の試みは、土地や歴史、文化から切り離され、基地や民族など直面し

ている「沖縄問題」とはリンクさせない「普遍的」な語学教育として形成され、誰でも学べる

ことを前提としたサービスとして提供されようとしている。親川は誰が、誰に対し何の目的で

言語復興をするのか、私たち自身で議論し実践していく事が求められているのではないかと問

題提起した。

崎原千尋は、学術研究が地域や生活者の視点からの実践と呼応するべきだという視点から、

1985 年に始まった「うないフェスティバル」を事例に、今日「復帰後世代」として沖縄の女性

の歴史を継承する意義や課題について発表した。

 初めに、うないフェスティバルは 1985 年に突然と始まったわけではなく、復帰前における女

性問題への取り組みの遅れを背景に、国際婦人年であった 1975 年に沖縄の女性たちが国際的な
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視点から運動を起こし、同フェスティバルへ繋がっていったと論じた。復帰前の米軍統治下時

代（1960 年代～）の女性の歴史を理解する重要性を指摘しながら、戦前、沖縄戦、占領、復帰、

そして今と、歴史や記憶が分断されがちな中、「うちなーうない」という時間軸（縦軸）で歴

史を繋ぐ実践が復帰後世代としての課題であると述べた。

 80 年代から 90 年代、うないフェスティバルが最も盛り上がりを見せた時代に、先輩方が女性

の地位向上や諸権利の獲得のために闘ってきたとしたら、「うない第 3 世代」と呼ばれる復帰

後世代は勝ち取られてきた権利の中で守られて育ってきた、男女共同参画の時代を迎えた世代

だと言える。崎原は、女性行政そのものの存在意義が問われている今日、女性問題に対する意

識も衰微しており、その中で 1985 年以前から現在も沖縄が抱える変わらない問題の根底を捉え

る重要性を指摘した。

 ここで崎原は自らの世代の置かれている歴史的及び政治的文脈を認識した上で、ハワイにお

ける抵抗の歴史を空間軸（横軸）として考察した。ネイティブ・ハワイアンの学問や実践に学

び、また、ハワイにおける 1970 年代のルネッサンスを経た「ポスト・ルネッサンス世代」と沖

縄の「復帰後世代」の比較から、「権利」を獲得していく運動から「脱植民地化」を目指す実

践への可能性を唱えた。

 こうしてうないフェスティバル 2010 からは、今までの歴史を継承しつつ、沖縄における脱植

民地化の実践の可能性を女性の視点から模索されており、崎原は、その過程で third world 
feminismや indigenous women の研究や実践から学び、沖縄で実践していくことに生かしたいと

主張した。

 最後にこのパネルの討論者であった喜納育江氏の総括を以下に添える。

世界の先住民、また、日本国内の沖縄やアイヌや在日コリアンのように、「マイノリティ」と

称される人々のアイデンティティや文化への評価を見直す動きが 1990 年代に社会的に顕著にな

ってからすでに 20 年以上が経過しているが、本パネルは、報告者たちの故郷沖縄を単なる知的

好奇心の対象にすることなく、自らのポジショナリティを明らかにし、沖縄研究の脱植民地化

を実践する「現場」とみなし、その実践に裏打ちされる「新しい」沖縄研究のありようを提案

する。その点において、パネリストたち全員が復帰後世代であり、全員がハワイ大学において

ハワイ先住民研究（Indigenous Hawaiian Studies）や政治学部の先住民プログラム（Indigenous 
Program）での学びを経て、自らのポジショナリティと「クレアナ（ハワイ語で「責任」の

意）」を強固なものにできた経験を共有していることには特に着目すべきである。そこには、

研究者というポジショナリティに対するジレンマと同時に、ハワイ先住民研究から学んだ方法

論を沖縄の言語、教育、意識の脱植民地化へ活かそうとする中から生まれる実践的な学問の形

がある。復帰前の世代の沖縄の知識人が「沖縄」の身体性を表現する言説を模索していたとす

れば、本パネルの報告者たちのように、言説の力を獲得した復帰後世代の沖縄の研究者は、そ

の言説を通して「沖縄」の身体性を習得しようとしていると言える。いずれにせよ、沖縄研究

の裾野がグローバルなレベルで広がる現在だからこそ、何のために、誰のためにその研究をす

るのかという研究者のコミットメントや姿勢、そして流儀が問われるべきである。沖縄という

場所の現実を知識化、観念化することなく、「沖縄研究」という学問に付随するあらゆる権力

構造を見極めながら、研究者として自らの「クレアナ」、存在をかけてコミットする研究の意

義を、「沖縄を研究する」あらゆる研究者に問いかけるパネルだったと言える。
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久高島の祭祀世界
久高島年中行事映像データベースから
の視点（１）報告

2012年3月29日10:00-12:00

◎久高島年中行事映像データベース作
成の経緯　北村皆雄
　北村皆雄は、1966年のイザイホーから、久高島の映像
（フイルム）記録に取り組み、1969年に自主映画「カベー
ルの馬」として発表した。1976年には、イザイホーに参加
した女たちの変化を捉えたTV番組「神の島　女たちの10年　
沖縄久高島」を制作。さらに1978年のイザイホーの年に大
久保敏カメラマンを、1月（旧暦の12月）から1979年2月
（旧暦１月）まで１年に渡って派遣し、久高島年中行事、
ナージキ、及びイザイホーを記録した。この映像資料は、紆
余曲折を経て「久高島映画制作実行委員会」制作として、
「イザイホー篇」と「年中行事篇」の2本の映画となった。
　この映像は、当時の16ミリフィルムの持つ制約上から、
同時録音でなかったこと、また祭祀の内容面が明らかでな
かったことから、記録としては不十分であったことが反省
された。
　北村はその後、その内容面での不備を補うために、久高
島の祭祀を再度記録することにした。株式会社ヴィジュアル
フォークロアを作り制作の母体とした。それが1982年（昭
和57）12月から1984年（昭和59）1月の期間に撮影したこ
の映像記録である。行事の完全記録、完全録音を考え、ビ
デオカメラで撮影した。祭祀の撮影ポイントを明確に記録
するために久高島研究者の赤嶺政信・現琉球大学教授に依
頼し、行事の前に久高島を調査し、レポートの提出を受け
た。それを参考に行事の準備から終了まで、細かく撮影し
た。当時の外間ノロ、久高ノロ、ウッチ神の許可を得て、
御嶽の入り口まで入り、女性のみ参加する祭祀を撮影させ
ていただいた。祭りがなくなる前に記録を、という私ども
の気持ちと、ノロさんたちの危機意識が結びつき、この記
録を可能にした。
　撮影した祭祀は、10と少ないが、漁などの生活面を含め
て撮影時間は、約60時間になっている。32に及ぶ1978年の
記録と今回の2回にわたる撮影で、久高島の年中行事は、ほ
ぼ復元可能なほどに記録されたと考える。
　2003年、北村は久しぶりに久高島を訪れ、祭祀とであっ
た。その変貌ぶり、神歌、儀礼の消失した姿に愕然とし
た。北村を中心に記録した映像をどのように資料化し利用
するか思案した。沖縄学研究所の皆さんに相談した結果、
久高年中行事研究会を組織して、映像と文字資料とを合わせ
るコンテンツを作り、久高島に提供することとした。メン
バーは、約5700枚に及ぶ現地聞き書きをもとにしたカード
を作成し、各映像画面に添付するという膨大な作業に取り
組んだ。ここにようやく２年に渡るこの映像資料が完成し

た。まだ修正、追加を必要とする箇所もあるが、これは久
高島の皆さんと私どもが作り上げた合作であり、貴重な久
高島の遺産であると確信する。

◎上映　北村皆雄
作品１「久高島̶̶女が男を守る島」
製作　ヴィジュアルフォークロア、監督　北村皆雄、
制作　三浦庸子、撮影　柳瀬裕史　12分　1983年
作品２「久高島の始祖神ファーガナシー誕生」
製作　ヴィジュアルフォークロア、監督・撮影　北村
皆雄　12分　2012年
◎報告１　乾尚彦「スォールイガナ
シーと頭屋制」
◉はじめに
　一年間の様々な祭祀を通してみると、男性司祭者である
スォールイガナシーの役割の重要性が浮かび上がって来
る。しかし、従来、沖縄では女性祭祀が注目されるあま
り、その役割は過小評価され、漁労神と呼ばれるなど、き
わめて限定された影響力しか持たない神格と理解されるこ
とが多かった。一方、その祭祀形態から、頭屋制と比較さ
れたこともある。スォールイガナシーの祭祀の実態を久高
島年中行事映像データベースでみながら、久高島の祭祀世界
を再考する。
◉スォールイガナシーの祭祀
　スォールイガナシーの祀る神は、ハビャーンに鎮座する
スァチマンヌワカグラーとされている。この神は、島の神
行事でしばしば中心として登場してくることに注目したい。
　ウプゥマーミキでは新スォールイガナシーの指名がおこ
なわれ、また、マーミキグヮではスォールイガナシーの交
替式がおこなわれている。いずれの祭祀もスォールイガナ
シーと関わりが深いが、その開始に先立ち、マーミキを捧
げる日の前日夜、ニーンスゥキヌウガンがおこなわれる。
ノロがスォールイガナシーをもてなし、ハビャーンにむかっ
て祈願をするという内容で、祭祀全体の性格を明確にして
いる。これは、八月マティーの前日にもおこなわれてい
る。表面的にはわかりにくいが、八月マティーのビンヌスー
ヌーではスォールイガナシーが歌われ、またテーラーガミ
でも、歌の中心はスォールイガナシーなのである。スォー
ルイガナシーは八月マティーの期間中、集落の各戸をめぐ
り、それぞれの家で接待を受けるが、これは竹富島のタナ
ドゥイのユークイやアカマタ祭祀などとも共通し、ヤマト
で大蛇や獅子が各戸巡りをする祭祀とも比肩すべきもので
ある。こうしたことから、八月マティーの主役は、スォー
ルイガナシーと考えることは十分に可能である。漁撈に対
してのみならず、豊饒、健康を祈願する様子からも、スァチ
マンヌワカグラーはヤマトの氏神に相当する神であるよう
に思える。
　スォールイガナシーが主宰する祭祀として広く認められて
いるアミルシについても、注目しておきたい。この祭祀
は、多良間島のスツウプナカと比較してみると、男性中心

パネル5
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の祭祀であること、籠りを伴い年を改める要素があるこ
と、御仮屋をたてること、南方への祈願を中心とすること
など、類似点が多いことに気づく。久高島ではスツウプナ
カのように島の中心的行事にはなっていないし、歌もない
が、スォールイガナシーが漁撈の神だという旧来の固定観
念に疑念を抱かせるには十分だ。
　麦や粟の収穫祭にも、スォールイガナシーが関わってい
る。いずれの祭祀でも、スォールイガナシーと15歳の少年
ンナグラーによりクカーウー儀礼がおこなわれるが、これ
はスァティマンヌワカグラーへの下げ魚の献上儀礼であろ
う。農耕にもスァティマンヌワカグラーが関わっていること
は明らかである。
◉頭屋制か
　スォールイガナシーの祭祀がヤマトの頭屋制と類似してい
ることは、これまでにも何度か指摘されてきた。任期制、
祭壇や神の表象となるものを自宅に設けること、厳しい潔
斎が課されることなど、偶然とは思われない形式の類似点
がある。
　しかし、頭屋制の場合には村の中心的神が祭祀の対象で
あるのに対して、久高島の祭祀世界はスォールイガナシーや
スァチマンヌワカグラーだけで成り立っているわけではな
い。ノロやウムリングヮー、ウタキの神、ニライの神も同様
に重要な役割を果している。久高島のスォールイガナシーの
制度を頭屋制と規定してしまうと、これまで久高島の祭祀
が女性中心のものだと考えられてきたことと同様の間違い
をおかすことになるのではないかと思われる。
◉ならび神を指向する祭祀世界
　久高島の祭祀世界は、男女の神役が調和を保って維持さ
れてきたように思われる。オナリ（ユナイ）神、エケリ（ユ
キー）神を祀る祭祀が基層にあり、それが尊重されてきた
のだろう。
　かつては、こうした宗家のならび神（男女神）は、その
家の兄弟・姉妹であるニーチュとニーガンで支えられるも
のだった。久高島では、ノロ制度が入り込んでもニーガン
が廃されることはなかった。久高島に二人のノロがいるの
は、歴史的な経緯からで、政治の変化に伴い、新しいノロ
が決められる時に古いノロを廃さなかった結果ではないか
と思われる。だとすれば、これも古い神を捨てない久高島
の伝統といえるだろう。
　ニーガンとニーチュは本来の対であるが、久高島では
ニーガンがいるためにノロだけではバランスが悪い。久高
島でスォールイガナシーが必要とされたのは、そうしたな
らび神を指向する基層文化の心性が働いているように思わ
れる。実際、ノロとスォールイガナシーは、久高島では対
（クサイ）と考えられてきた。
　このように久高島の祭祀世界をみてくると、「沖縄の宗
教における女性優位」という概念が成り立つのかという疑
問が湧いて来る。沖縄の祭祀の現場で目立つのは、確かに
女性の姿であるが、これまでの沖縄学はそうした表面的な
特徴に惑わされてきたのではないか、久高島に限らずどの島
にも存在する男性神職者の役割をもっと検討すべきではな
いかと思われるのである。

◎報告２　三島まき「ピィースァチと
八月マティー」
◉はじめに
　久高島年中行事データベースには、久高島の一年間のおも
な祭りが映像資料として記録され、沖縄の祭祀研究にとっ
て、貴重な資料を提供している。本報告では、ピィースァチ
と八月マティーの映像資料をもとに、二つの祭りを祭祀の
時間、祭祀空間、祭祀組織の三つの観点で分析し、久高島
が現在まで伝えてきた祭祀世界の特徴について考察を行
なった。
◉1　ピィースァチ、八月マティの祭祀時間　
　ピィースァチは、旧暦1月か2月のミンニー（壬の日）に
行われる。祭場は、島の最北端の海岸の岩場、ハビャーン
である。ノロとタマガエー（イザイホーの神女集団）がスィ
ルル（神謡。唄の内容は寄りもの願いが中心で、各節に
は、アケマムルル（明け方の）ビンヌスイ（陽光に照らさ
れた紅色の鳥）ヌ（の）マイ（舞う姿）ヌ（の）シュラ
ヨー（美しさよ））とうたい、豊漁祈願を行う。　
　久高島の祭りでは、トゥシヌユール（年の夜。大晦日）
とウマレカシー（旧暦6月24日）、ハンジャナシー（旧暦4
月と9月）など、半年単位で対応する儀礼が見られる。八月
マティー（旧暦8月10日。祭場は、イザイホーの行われたウ
ドゥンミャー（御殿庭））では、ピィースァチとほぼ同じ内
容のスィルルがうわたれ、ピィースァチと八月マティが対応
することについては、比嘉康雄も指摘している。（注1)
　『琉球国由来記』などの文献資料によれば、国王は、旧
暦2月、麦の初穂儀礼（ミシキョマ）のため久高島に行幸す
る。ピィースァチとソージマティ（麦の初穂祭）は、ほぼ同
じ時期に行われるが、1966年にイザイホー儀礼を受けた女
性（1929年生まれ）によれば、ピィースァチは、神（カ
ミ）行事（村行事とは区別される）のはじめの祭祀で、昔
はソージマティ（麦の初穂儀礼）よりも先に行われたとの
ことである。ピィースァチでは、タマガエー（イザイホーの
神女集団）が全員白衣装で、ハブイ（草冠）を着用すること
も、王府祭祀との関わりが指摘される。
　ティダコ（太陽神）とされる国王は、王宮で太陽を拝
し、旧暦二月、久高島行幸の行われない年には、弁之嶽
（ビンヌダキ。首里の東にある御嶽。久高島への遥拝所が
ある）からアガルイ（東）に向って拝礼を行うとされる。
一年の折目である旧暦2月（春分前後）に、国王は、初穂儀
礼と太陽のセジ（霊威）を受けるために久高島に渡島した
のではないかと推察される。
　首里の中城御殿においては、戦前まで、「天地御祭」
（夏至、冬至、正月、春分、秋分に行われる。文献に記載
なし）が世子かその名代、聞得大君、大あむしられ、女官
のみの参加によって行われたという（注2）。また、『琉球
国由来記』によれば、 久米島の君南風殿内でも二・八月の
祈願が行われている。
　久高島では、旧暦6月16日にミルクグヮッチ（御六月。太
陽神の祭り）があり、旧暦8月12日のティーラー（太陽）
ガーミ（神）では、島のウプシュ（50歳～70歳の長老）
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が、太陽の霊威を受けて島を守るという内容の唄をうたい
ながら、島を祓って歩く。ティーラーガーミについて、小島
瓔禮は、秋分に行われる祭りであり、ナーリィキ（午年の
旧暦8月。男性の年齢階梯組織の加入儀礼）は、旧暦11月、
冬至の頃に行われるイザイホー（神女集団の加入儀礼）と
一対のものと指摘している。（注3)　
　八月行事（八月マティー、ティーラーガーミ、十五夜）
は、秋分前の満月を中心とした一連の祭りで、 久高島の祭
祀は、漁業、農耕のサイクルのほか、春分、秋分、夏至、
冬至が重要視され、ピィースァチと八月マティーは、春分
（旧暦2月）、秋分（旧暦8月）を重要な折目とした祭りで
あると考えられる。
◉2、ピィースァチ、八月マティーの祭祀空間
　ピィースァチの祭場は、島の最北端の海岸とフボーウタキ
であり、八月マティーの祭場は、フボーウタキ、ウドゥン
ミャー（御殿庭。イザイホーの祭場）である。
　ピィースァチの海岸祭祀は、寄りもの願いが基層にある
と考えられ、奄美大島のウンケー（注4)、平瀬マンカイ（八
月初めの丙。奄美大島、龍郷町）、宮古の竜宮願い（注
5）、竹富島のユーンカイ（旧暦8月8日。浜辺における豊穣
招請儀礼）との類似が認められる。
　また、八月行事のおもな祭場であるでタフボーウタキに
は、ニライから瓢箪（『琉球国由来記』では白壷）に入っ
た五穀、クバ（蒲葵。沖縄で神木とされるヤシ科の常緑高
木）、シキョ（ススキ）、アザカ（琉球アオイ）などの聖
なる植物が流れつき、これらを植えたところが御嶽にな
り、キンマモン（聞得大君が受けるとされるセジ）が度々
託遊し、尊崇され始めるようになったという伝承がある。
（注6）
　八月マティーのスィルルと、ピィースァチのスィルルを比
較すると、八月マティのスィルルには「マチンシュラウヤサ
メーガ（月神様が）タボチメール（お恵みくださった）タル
マミキ（樽の神酒）、ティダバカイ（手ではかり）、マシバ
カイ（升ではかり）」という部分が付け加えられている。
これらの伝承とスィルルから、ピィースァチの祭場であるハ
ビャーンは寄りもの願い、フボーウタキは農耕儀礼の祭り
から、王府祭祀の祭場へと展開した可能性がある。
　「イザイホーは、昔はクボー御嶽で行なわれていた」とも
伝えられており（注7）、イザイホーのお籠りが行われる七
つ小屋は、七つ嶽（イザイホーの1ヶ月前から七つ嶽を七回
廻る）を意味していたのである。
　八月マティーのウドゥンミャー（御殿庭）での儀礼は、
本来、御嶽で行われていた可能性もあり、境界（御嶽）か
ら村の中心へ祭場が移動したという観点からも考察が必要
である。
◉3、ピィースァチ、八月マティの祭祀組織
　ピィースァチ、八月マティーは、タマガエー（イザイホー
の神女集団）が、白衣装とハブイ（草冠。八月マティではタ
モトゥのみ）を着用し参加する。これに対し、ウプヌシガ
ナシー（旧暦3月、11月）などの村落祭祀では、ノロ以外の
タマガエーは、白衣装ではなく、クンジ（紺地）である。
　久高島の年中行事では、イザイホーの神女集団による祭

りには、ピィースァチ、七マティ（麦・粟の初穂、収穫祭、
マーミキグゥー、八月マティ、ウプマーミキ）、フバワクが
あり、ピィースァチは神行事の初めでフバワクは一年のしめ
くくりの神行事だと認識されている。
 旧暦5月（夏至前後）の粟の初穂儀礼には、イザイホー集団
の最高位であるタムトゥ（60歳～70歳）の就任儀礼が、旧
暦11月（冬至頃）のフバワクは、ヤジク（40歳～）の就任
儀礼と70歳のテーヤク（退役）儀礼が行われる。イザイ
ホーも冬至の時期、旧暦11月15日から5日間の祭りであ
る。
　これらの事例から、イザイホーの神女集団にとって、
ピィースァチ（春分頃）、八月マティ（秋分頃）のほか、神
女組織への加入儀礼、引退儀礼には、夏至（粟の初穂祭の
時期）と冬至（イザイホー、フバワク）が、重要な折目で
あったことが理解される。
　また、イザイホーでは1ヶ月前から御嶽廻りが行われ、
ピィースァチ、八月マティではフボーウタキでの祭祀が行な
われる。イザイホーの加入儀礼も、御嶽で行われた可能性
があり、久高島の神女組織において、御嶽のセジを受ける
ことが、重要だと認識されていたのである。「タマガエーヌ
ウプティシジ」については、祖母霊が守護神になるという
解釈もあるが（注8）、「ウプティシジ」は、祖母霊ではな
く、祖母が受けていたウプティ（御嶽）のセジを受け継ぐ
ことで、「タマガエーヌウプティシジ」については、再検討
が必要であろう。
◉まとめと今後の課題
　本報告では、久高島の年中行事の中でも、複合的な要素
が認められる「ピィースァチ」と「八月マティ」を中心に、
考察を行なった。久高島の祭祀は、家庭祭祀、同族祭祀
（ニライカナイの神を祭るハンジャナシー）、村落祭祀、
スォールイガナシを中心とした男性集団による祭祀、王府
祭祀など、さまざまな祭りが重層的に成り立っており、沖
縄の民俗祭祀を考える上で非常に興味深い事例となってい
る。
　久高島年中行事映像データベースは、祭祀世界を中心に、
文献だけでは見えにくい、人々の生活、自然、環境の問題
をあらゆる角度から考察できる貴重な資料を提供している
のである。今後もこれらの映像資料をもとに、久高島の祭
祀世界を他の地域、アジアの諸地域の祭祀事例、信仰形態
とも比較し、考察を行ないたいと考えている。
注
1　比嘉康雄　『神々の原郷　久高島』　下巻　1993年　第一書房　55p
2  真栄平房敬　『首里城物語』　1989年　ひるぎ社　145-149
3　小島瓔禮「太陽の神と白馬の霊威　久高島ティーラーガーミの神歌」『芸能』1992年　
芸能発行所　24p
4　「ウムケは旧二月の初壬の日に、テルコ神を迎える神祭り（中略）本土の歳時行事で
二月がその年はじめの祭り、十一月がその年終りの祭りと言われるように、この二月の神
迎えには祭り始めの意味（十一月の冬折目には祭りの終りの意味）があったにちがいない
と思われる」（1982年　小野重朗　『奄美文化の研究』　1982年　法政大学出版局　
22p）
　阿多地のウムケーはカンムケともいい、満 潮を見はからってカミニンジョウ(神 人 
数)の 神女たちが、トネヤに集ま り、ア ダハ(ス ス キ)を 持 って浜へ行く。浜で は沖を
向いて「ウムケー、ウ ムケー」といってアダハを目通りより高くさし上げて神を招く。
（下野敏見　「南西諸島の海神信仰」　国立民族学博物館研究報告　別冊3 1986年　
115p）
5　狩俣の竜宮ニガイ。　旧暦二月の卯の日におこなわれる。竜宮（海）の神に大漁と航
海安全を願う祭祀である。ムトゥ（宗家）でのニガイ（祈願）、浜でのニガイ（祈願）が
行われる。（比嘉康雄　『神々の古層　10 海の神への願い　竜宮ニガイ　宮古島』
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1992年  26p）
６『琉球国由来記』巻19-2　外間守善　波照間永吉　1996年　角川書店　
7 　高田普次夫氏が、元外間ノロ、糸数ウシ（1850年生まれ）からお聞きになったとの
ことである。
8　「タマガエーヌウプティシジは「神女の祖母霊」のことで、孫娘が神女になるとき祖
母霊が守護神になることを意味している」（比嘉康雄『日本人の魂の原郷　沖縄久高　
2000年　集英社新書　71p）

◎報告３　小山和行「麦の初穂儀礼」
◉はじめに
　久高島は古来、神の島といわれ、首里王府との深いつな
がりを持ちつづけてきた。
　琉球の神話においては、久高島は穀物発祥の地として位
置づけられている。17世紀後半に取り止めとなるまでは、
国王自身が、最高神女である聞得大君（きこえおおきみ）
たち女神官や、三司官（さんしかん）などの王府首脳たち
を伴って渡島し、「フボウウタキ」などの聖地を中心に
〈麦のミシキョマ（初穂）祭り〉を実修する習わしであっ
た。この祭りは毎年挙行されていたが、やがて隔年とな
り、久高島への国王の行幸がない年には、久高地頭が、麦
の初穂（ミシキョマ）を国王および聞得大君に献上するこ
とになっていた。 だがそれも、1666年摂政となった向象賢
（しょうじょうけん 羽地朝秀）の宗教政策により、国王の
久高島参詣は取り止めとなる。〈斎場（さやは）ウタキ〉
への参詣と相まって、国王名代による両地への代参にとって
代わったのである。 久高島では現在も、麦の初穂儀礼は
〈ソージ（精進）マッティ〉、〈マブッチ（粥）マッティ〉
として毎年実修されている。
　この祭りで注目されるのは、イザイホー祭祀集団に加入し
ている女性たちが、自らが継承している〈ウプティシジ（大
きな霊力、イザイホー祭祀の時に身に付ける）〉の強化を
図るべく、自家において、ムトゥ神（門中の本家に祀られて
いる神）のシジ（霊力）を受けているティーンユタ（門中
の家庭祭祀を司る）の祈願や、自ら（タムトゥ以上、イザイ
ホー祭祀を経験して60歳以上の者）行う祈願の儀礼、これ
らを総称する〈フバナべー（穂花拝み）〉を平行させてい
ることである。これは、〈アラホバナ（新穂花）〉の神霊
を招き拝することによって、自らの霊力を更新させる、とい
う性格をもっている。ノロが主導する、島共同祭祀としての
〈初穂儀礼〉も同様の性格を持つ。
　これはかって、主に古琉球の時代に、久高島を舞台とし
て、国王や聞得大君たちが、毎年国家的規模で実修し、自
らの〈霊力〉を更新していた〈麦の初穂祭りーミシキョ
マ〉と性格において同一性をもっている。
◉近年の島祭祀
　五穀豊穣や大漁祈願、健康祈願を目的とする祭祀は久高
島では〈七マッティ〉といわれ、年間七回にわたって実修
されている。それは、①1月（旧暦 以下同じ） 麦の初穂祭
り  ② 3月 麦の収穫祭り  ③ 5月 粟の初穂祭り  ④6月 粟の
収穫祭り  ⑤7月 ウプマーミキ（大真神酒） ⑥ 8月（八月
マッティ） ⑦ 10月 マーミキグワ（真神酒小）、である。
このうち、①～④はノロが司祭し、⑤～⑦は2年任期の、島
では男神といわれる〈ソールイガナシ〉の司祭によるもの
である。

◉フバナべー
　ここで特に注意されるのは、①の〈麦の初穂祭り〉と、
③の〈粟の初穂祭り〉の際の〈フバナべー〉である。この
行事は1月、5月の両祭の前日に、タマガエーヌウプティシ
ジの香炉のある家で行う。
　映像資料によれば、タムトゥ（60歳以上の神女）がいる
家の場合、タムトゥが司祭し、その他の神女の家はおおむ
ね〈ティーンユタ〉が司祭する。米を椀に入れた「盛花」
と「サルマウェー（お粥）」二椀をのせた膳を、火の神、
トゥパシリ（一番座の南東側に置かれている香炉、家の主
婦として拝むためのもの。ウプティシジがよりつく。）、床
の神（先祖を祀る）の順に供え、祝詞を唱えて祈願する。
主旨は、「神女の守護神であるウプティシジの神、その滞
留するウタキの神、これらの神々に対して、被守護者であ
る神女や各家の主婦（タマガエー）の健康と長寿、それに
神女の夫や息子、孫たちの健康祈願」である。
〈フバナべー〉は、麦と粟の初穂祭りに際して、〈家〉の祭
祀として行われるものである。神女たちにとって霊力強化の
重要な祭りといえよう。
◉王府の〈ミシキョマ〉祭祀ー行幸の意義
　久高島において、麦の初穂祭りが行うわれる時期は、麦
の受粉時期に当たり、麦の〈穀霊〉が、厳しい〈物忌み〉
のもとに招き寄せられるとされる。映像にも、風に揺れる
麦の穂波が映し出されている。
　〈穀霊〉が無事に定着し、麦の穂が順調に成長すること
が何よりも大切なのであり、かっては全島挙げて相当期間
の〈物忌み〉が課せられていたと推測される。厳しい精進
潔斎を通して、祭祀の場に招来された麦の〈穀霊〉を、オナ
リ神である聞得大君を始めとする神女たちの〈霊力〉を仲
介させながら自ら食することによって、新たな霊力として獲
得することは、琉球国王にとって毎年の不可欠な行事で
あったと考えられる。〈穀霊〉が付着した〈マブッチ（お
粥）〉を食することにより、国王は新たな〈霊力〉を、す
なわち統治者たりうる〈威力〉を獲得することにこそ本旨
があるといえよう。国王は、久高島における祭祀挙行に
よって新たな霊力の獲得を実現するとともに、麦の穂の順
調な生育を切に祈願したのである。
　このように、琉球国王によって毎年実修された麦の初穂
祭りを背景として、〈首里ー久高島〉を舞台にした女神
〈アマミキョ〉による国土創造、穀物起源の神話が後に生
み出されていったものと考えられる。
◉結語　アジアの基層文化を考える
　琉球王府の国家的な祭祀である〈麦の初穂祭り〉は、創
造神〈アマミキョ〉を造りだし、もたらされる〈威力〉を
国王が特権的に獲得する、というものであった。だが、麦
の〈穂孕み〉の時期には、基層としてアジアに広くみられ
る、〈穀霊〉招き、が存在する。地域によっては、かっては
〈首狩り〉の習俗として実修されもしたのである。
　済州島、台湾、中国少数民族の類似の祭祀とつながるも
のはあるのか？
　パネル参加の方々の知見を期待したいと思う。
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Panel Title: Knowledge, Technology, and Transnationality: Re-thinking Hawaii-Okinawa 
Relations in the Cold War and Post-Cold War Asia-Pacific Contexts

The panel, "Knowledge, Technology, and Transnationality: Re-thinking Hawaii-Okinawa 
Relations in the Cold War and Post-Cold War Asia-Pacific Contexts," shed light on the
long-standing relation between Hawaii and Okinawa by examining transnational 
dynamics of knowledge and technological exchanges and interchanges that have
developed since the end of WWII. The panel not only provided historical and political 
analyses of the subject matter; it also offered insights and reflections of those who had 
directly participated in transnational dynamics involving the two island communities.

Mire Koikari (Associate Professor, Women’s Studies, University of Hawaii at Manoa) 
provided a "framing device" for the entire panel by offering historical and analytical 
overviews of post-WWII international educational and technical exchanges that 
originated from Hawaii and spread across the Asia-Pacific region in the 1950s and 1960s.
Examining archival documents in Hawaii and Okinawa, she explored how Cold War
political and cultural concerns informed postwar international technical and educational 
interchanges between the two island communities.

Masao Maeshiro (Former Director, ハワイ大学卒後臨床研修プログラム, Okinawa 
Central Hospital) discussed his experience as former director of the UH Postgraduate 
Training Program at Okinawa Prefectural Chubu Hospital. Reflecting on his role as a
chief participant in this Okinawa-Hawaii medical collaboration, he traced the program's 
origin back to the US occupation of Okinawa, examining (a) what social, historical and 
medical conditions in postwar Okinawa led to the emergence of the exchange program,
and (b) what is the nature and significance of postwar medical discourse and practices as 
they have developed in the early postwar decades.

Bob Huey (Director, Center for Japanese Studies, University of Hawaii at Manoa) 
examined the genesis and development of Okinawan Studies in Hawaii and reflect on the 
political, cultural, and historical processes that have informed the establishment of 
"Center for Okinawan Studies" at the UH in 2008. He focused on key individuals in UH
as well as local Okinawan communities and examined what roles these individuals have 
played in the creation of a space where multitude of knowledge concerning Okinawa is 
created and disseminated. Situating the “first wave” of Okinawan Studies within the 
postwar occupation context and the “second wave” within the context of post-Cold War 
ethnic studies and indigenous sovereignty movements, he compared and contrasted these 
two differing contexts as each had informed institutionalization of Okinawan Studies in 
Hawaii.

パネル7
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題名：沖縄の言語と文化コース及び教材・辞書開発について

Moderator: Dr. Joyce Chinen, Professor, University of Hawaii-West Oahu, 
Director, Center for Okinawan Studies at University of Hawaii at Manoa 

Panelist #1. Dr. Stewart Curry, Instructor, University of Hawai‘i at Mänoa
“Out of Okinawa: Uchinaaguchi at the University of Hawai‘i (and Beyond)”

The two-course series on Okinawan Language and Culture at the University of Hawai‘i at 
Mänoa offers interested students the opportunity to develop four-skills ability in Okinawan and 
to gain an appreciation of Okinawan folk culture and literature. The series currently relies on 
Japanese for instruction, but the use of English-based instructional materials and English 
reference works will broaden its potential audience. Ample resources on Okinawan are available 
in Japanese, including the Okinawa-go jiten [Dictionary of the Okinawan language], but limit 
access to students and linguists sufficiently well-versed in Japanese to make sense of them. And 
while information on Okinawan in English is not new — a dictionary and grammar appeared in 
1895 — a concerted effort supported by the Center for Okinawan Studies at the University of 
Hawai‘i hints at a future for these courses that will open them to any interested person, 
regardless of background in Japanese, from the university and greater community. Among these 
are the Okinawan-English Wordbook, published in 2006, the upcoming Compleat Okinawan, a 
scholarly tome integrating literary vocabulary as well as usage examples, several romanized 
Okinawan language lessons, and romanized reading materials ranging from folk tales to the 
archaic poetry of the Omoro söshi.

Panelist # 2 . Dr. K. Justin Ota, Lecturer, Honolulu Community College
「Honolulu Community College における沖縄語のクラスの開発」

沖縄の言葉は一般的に日本語の方言だといわれることが多い。沖縄語と日本語は同一

語族に属することは疑いないが、お互いに意思の疎通はできない。最近では沖縄語を方

言ではなく、言語学的見地からみて独立した言語として扱ったほうがよいという意見も

多い。このような流れから、２００４年からハワイ大学で日本語４７１－４７２「沖縄

の言語と文化」が設置された。しかしこのコースは三年次の日本語の履修以上の日本語

力をもった学生向けにカリキュラムが組まれている。コミュニティーカレッジ・レベル

で沖縄語のクラスを設けるために、現在日本語学習歴のない学生のための沖縄語のクラ

ス（沖縄語１０１－１０２）の開発が進められている。ここでは、テキスト、副教材、

沖縄語の表記法の選択など、カレッジ・レベルでの日本語学習歴のない学生のための沖

縄語コース設置に付随する問題点について述べた。

パネル8
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Panelist # 3 Tomoko Oshiro, Professor, Okinawa International Universi 

沖縄国際大学における「沖縄事」教育 

沖縄における日本語教員養成の課題と教材開発—多言語状況の中でー

大城朋子 （沖縄国際大学総合文化部）

沖縄で日本語教育を学ぶ実習生は、日本語指導を行なうためにも地元で用いられてい

る言語と全国共通語の違いを客観的に把握することが求められている。沖縄国際大学の

「日本語教育副専攻課程」では、日本語教師として必要な知識が得られるように構成さ

れているが、沖縄の言語事情を明確に認識するための内容は特に意識されてはこなかっ

た。そこで、言語使用実態調査の結果を基に『日本語バイリンガルへのパスポート』の

作成に取り組んだ。言語材料として「沖縄の中南部を中心とした地域の、21 世紀初頭の

若者が用いる日常会話的沖縄地域共通語」を切り取り構成していった。本パネルでは、

実習生のための教材開発と、その過程で見えてきた言語変容について触れた後、(1)表記

の問題の検討と統一 (2)バリエ−ションの整理と日本語教育への活用等、今後の課題に

触れ、沖縄における日本語教員養成について述べた。

Discussant: Dr. Kyoko Hijirida, Professor Emeritus, University of Hawaii at Manoa

Discussion, Qs and As, and Conclusion of the Session

 沖縄国際シンポジウム審査委員会からの本パネルに対する下記コメント（１）及び（２）

の二つの提案に沿って討議を行った．

（１）固有の言語表現をもつ沖縄において、日本語教師をどう育成していくのかという

こと。その育成のための教材開発についての試案の提示、それには言語面と文化面，両

方の分野における育成が求められる。ということ。

（２）海外における沖縄の言語と文化に関する教育においてはどんな問題点があるかを

提起し、その解決のためのよりよい方法論の提示。

さて、本パネルは上記２点において、内容的にいかに展開されたか。

Moderator: Dr. Joyce Chinen, Director, Center for Okinawan Studies at UH-Manoa よりパネ

リストの紹介及び本セッションは日英両語が使用される旨の説明があった。

（１）に関しては、最後に発表された パネリスト大城朋子教授の分野である。大城教授

は沖縄における言語状況を長年にわたって研究されていて、日本語教師養成上の問題提

起から、試案、出版までを詳細にわたって説明された。沖縄という地域で日本語教師を

どう育成していくかということは、問題提起から、共同リサーチ、うちなーやまとぅぐ

ちの分類、教科書出版までを集大成した結果が発表された。
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-Reaction – (From Discussion)
とても興味深い発表。琉球王国として独自の言語を持つ沖縄ならではの努力が、言語の

面、文化事情教育の面、どちらの分野でも続いているのだという認識を新たにいたしま

した。それを「バイリンガルパスポート」と銘打っているのには、感心しました。日本

語教師を目指す学生に地域の言語や文化の特異性について意識や自覚が深まるように教

育するには効果的な方法論があるということが会場の参加者に共有されたと思います。

 次に議題を（２）に移し、海外における外国人へ沖縄語と文化をどう教えるかという

点について，どんな問題点があるかを提起し、その解決のためのよりよい方法論の提示

が議論された。

まず、二人のパネリスト、Dr. Curry 及び Dr. Ota の両人が、ハワイ大学マノア校

とホノルル短期大学における講座の内容構想についてそれぞれ発表された。

* Dr. Andy Curry’s presentation: 

 これまでの講座とこれからの講座についての内容や構想について説明がなされた。こ

れまでの沖縄語のクラスは日本語を手段として用い、日本語上級履修の学生が対象であ

った。これからの沖縄語のクラスは、日本語を知らない学習希望者にも届くように対応

していくことを目指すということ。沖英語辞書も出来上がり（２００６）、英語を手段と

した講座内容を研究中であること、更に近い将来 Compleat Okinawan、 a scholarly tome 
integrating literary vocabulary as well as usage examples, ができあがる予定である事等が

述べられた。

* Dr. Justin Ota’s presentation:

Starting the fall semester of 2012, Dr. Ota will implement the course, “Elementary 
Okinawan (Okinawan 101)” offered to students who have no-Japanese language knowledge. 
Hiragana is to be used as orthography.

Many questions and issues were raised from the floor to Dr. Ota’s idea of teaching 
Okinawan language as an independent language and its teaching methodology.
The discussant, Emeritus professor Kyoko Hijirida explained the language views especially by 
Professor Shinsho Miyara of the University of the Ryukyus. Also, New publication, Rikka, 
Uchinaa-nkai! Okinawan Language Textbook for Beginners, developed by the Ryudai group，
was mentioned．The new need of curricular diversification means that “curriculum has to be 
modified” based by needs of learners. Issues on orthography, methodological shift, and time line 
(how many terms can you take for language proficiency) were expressed for important future 
issues of Okinawan language programs overseas.

The session attracted a sizable audience of between 30-40 individuals.
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1 

パネル 9 「復帰」をめぐる複数の声："在外同胞”、沖教職の位置性と戦後沖縄の帰属問題 
報告①／パネル責任者 上地聡子（早稲田大学博士課程） 
報告②／司会  高橋順子（日本女子大学） 
討論者   佐藤由紀（日本島嶼学会理事） 
 
 本パネルの目的は、在本土や在ハワイといった“在外同胞”、米国留学経験者、および沖縄教職員と

いった集団に焦点を合わせ、沖縄外での経験や越境経験によって規定された位置性と沖縄帰属問題への

意識の関係を浮かび上がらせることである。しかし、報告者の一人であった山里(前原) 絹子（ハワイ大

学博士課程：報告予定タイトル「「米留組」と「復帰」──戦後沖縄における米国留学経験者の帰属意識」）

が諸事情により欠席となったため、当日は上地、高橋の順に 2名の報告となった。 

 また本パネルは①個別的経験や意識の揺らぎに着目することにより、これまでの「復帰」―反「復帰」

という集団的な理解に対して、複数的・多層的な沖縄の「復帰」理解の視座を導入すること、②移動す

る人々や占領地へ外部から関わるアクターの重要性を示すことにより、沖縄の「復帰」研究と占領研究

をつなげるトランスナショナル／トランスボーダーな視点を示唆すること、の 2 点を学術的挑戦として

設定した。本パネルでは後者の点を強く意識し、占領、「復帰」を経験した島嶼である小笠原研究の佐

藤由紀氏を討論者に迎えた。 

 

報告①上地聡子「“在外同胞”の「復帰」支持──日本、ハワイにおける 1951年沖縄帰属議論」 

上地はまず、沖縄帰属問題について東京とハワイを対象とする理由として、①ハワイの沖縄救済運動、

②在東京と在ハワイ沖縄人コミュニティ間のネットワーク、③当時の沖縄系新聞・雑誌にみられた「同

胞」「沖縄人」といった集団的アイデンティティを示唆する用語の頻出、の 3点を挙げた。 

 ハワイの日系紙『布哇タイムス』1951 年の紙面より、沖縄の帰属問題に関する最初の意見として上

地は與世盛智郎の「寄書：沖縄の―帰属問題に就いて（一）～（三）」（3 月 22 日～24 日）を紹介し、

その特徴として日本「復帰」支持を表明する際の「アメリカへの配慮」を指摘した。ついで玉代勢法雲

「寄書：沖縄の―帰属問題に就いて」（3月 26日）へ言及、1951年前半の『布哇タイムス』より確認で

きた記事が 2 つとも具体的な支持根拠を表明しない「復帰」意見であったとしたうえで、玉代勢の投稿

の興味深い点として、①当地で政治運動を起こす・参加することの困難に言及、②同投稿の初出が東京

で発行されていた雑誌『おきなわ』布哇特集号の巻頭言であるという事実、の 2つを指摘した。 

 『おきなわ』布哇特集号や同 1951年五、六月合併号に収載された玉代勢の寄稿文や『布哇タイムス』

1951年 6月 19日付「中村嘉寿氏より話を聞く会／賑わった沖縄帰属問題論」から、ハワイのマイノリテ

ィのさらにサブ・グループであった沖縄系移民をとりまく「不安」や「遠慮」、沖縄帰属問題に対する

彼らの「沈黙」を指摘した上地は、その解釈の可能性として①沖縄の帰属が国民やメンバーシップに関

わる問題だとすれば、彼らにとって当時より重要であったのは日系一世の「帰化権獲得」と二世の「市

民権回復」運動であった点、②在ハワイ沖縄人は戦時中の「敵性国民」のレッテルを返上し、「共産主

義」「反米」視を回避し「よき」市民として振舞う必要に迫られていた点の 2つを示唆した。 

 在日本沖縄人について上地は、在日本沖縄人の「復帰」主張に特徴的とされる「在沖縄米軍基地の

容認と日本主権保持の要求」を『沖縄新民報』の記事を中心に紹介し、「沖縄の租借地化を承認し、「日

本人」としての保障を求める在日本沖縄人の立場性」を一旦認めたうえで、それらの主張に附随する「親

パネル9
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米」「協力」のゼスチャーに注目した。その上で、冷戦下米国の影響を強く受ける占領下の日本、故郷

の信託統治化が脅かす「日本人」としての基本的な生活、といった在日本沖縄人を取り巻く当時の現実

を反映した切実な要求として在日本沖縄人の「復帰」主張が読みとれる可能性を示唆した。 

 一方、在沖縄「復帰」支持者について上地は地元紙での帰属議論をもとに、彼らが在日本沖縄人と

多くを共有しつつも「基地容認」と「日本主権」に関して積極的な呼応がなかった点、「戦前の状態に

還元」というイメージを暗示する日本からの「復帰」支持と、「基地存続のまま復帰したら我々の法律

的経済的立場はどうなるのか」という沖縄側からの問いかけがかみ合っていなかった点を指摘した。 

暫定的な結論として「ハワイ、日本それぞれの場での「復帰」主張は、彼ら／彼女らの生活条件の中

から発された」とした上で上地は、「復帰」主張の「位置」を明らかにする過程が翻って沖縄の日本帰

属の意味を問う行為へと繫がり、ある地理的空間の「主権」とそこに生きる人々の間に切り結ばれる関

係性に目を向ける契機となる可能性を提示した。同時に「統治」という視座の重要性に言及し、「統治

の問題が制度と実践を問うものであれば、そこに生きる人々の行為は日本「復帰」であれ「信託統治」

であれ、生活をかけた交渉、迎合、抵抗として読みとるべきではないだろうか」と報告を結んだ。 
 

報告②高橋順子「「沖縄学習」の変容からみた「復帰」の構造―日本教職員組合・沖縄教職員会・組合

の教育研究集会の事例を中心に」 
本パネルの射程について、「沖縄の「復帰」について、私たちはどのように問いを立てたら良いのだ

ろうか。そもそも、沖縄の「復帰」とは、どのような出来事だったのだろうか。これまでも、「何が、何

に、復帰する（した）のか？」という疑問が折に触れ差しはさまれてきたものの、議論が尽くされてき

たとは言い難い。現在から顧みて「復帰」＝施政権返還＝1972 年と単純化することによって、見えなく

なっていた問題も多かったように思う。本パネルではそこに光を当てることにも主眼がある」と述べた。 
その上で、「上地報告は、「何が」の部分を解きほぐすことによって「復帰」の複数性を明らかにする

試み」、「本報告は、「何に」の部分について検討し、「復帰」という出来事に迫る試み」と位置づけ、「二

つの報告により、「復帰」について共時的／通時的、アウトサイド／インサイドなアプローチで考え合わ

せる」、とパネル全体における 2 つの報告の関係を明示化した。 
報告では、主に日本教職員組合と沖縄教職員会・組合の教育研究集会の事例を取り上げ、敗戦後から

現在の「沖縄学習」とそこに表れた沖縄認識の検討から、「復帰」という出来事の構造を考察した。 
まず、「沖縄学習」の変遷について、時系列的に、①国土（心象地理）への包摂、②歴史の包摂と反作

用、③文化の包摂という三つの大きな思想的営みがあり、それぞれを「復帰」として捉えられると指摘

した。①は、65年を画期とした分断意識による「沖縄問題」の形成と69年施政権返還決定による「沖縄

問題」の解体に見られる。②は、「本土」側について、82年教科書検定問題と80年代後半の沖縄修学旅行

の増加を背景とした沖縄戦認識の国内戦化過程、沖縄側について、72年施政権返還後の「沖縄問題」の

超克過程に見られる。③は、「本土」側について、90年代後半の沖縄修学旅行の変遷に見られる。（補足：

沖縄側では、観光・修学旅行との相互作用だけでなく、沖縄に関する総合学習科目設置や琉球・沖縄学

習の深化などがある。以下補足については2011高橋『沖縄<復帰>の構造』新宿書房をご参照願いたい） 
その上で、このような大きな動きの中で、その時々に微かに現れる不協和音の事例に注目し、そこに

表れたネーションとの乖離から、ネーション構築という事業の人工性と脆弱性を分析した。 
ここから、「沖縄学習」における沖縄認識では、三つの位相の言説空間（心象地理、歴史、文化）にお



─  41  ─

 

3 

いて、①沖縄を「日本」に包摂するための再編成過程があったこと、②それぞれ時期が異なり、タイム

ラグを合計すると30年以上に及ぶこと（時間差はネーションとの乖離の大きさを示す）、③契機はどれも

1972年ではないことが明らかになった。それは、施政権の移動＝国家の制度的な編成と、集団的アイデ

ンティティがネーションとして構成される空間が異なるということを意味していると位置づけた。 
結論として、沖縄の「復帰」という出来事は、これらの個別の位相それぞれにおいて少なくとも3回経

験され、また全てを束ねた複合的な動態としても対象化される必要がある、1972年という定点では捉え

きれない動的で複層的な営みであると指摘した。 
 

佐藤討論者からのコメントと質問 
2 つの報告をつなぐ重要なキーワードがトランスナショナル、トランスボーダーであると再認識した。

人々の物理的な移動という側面と同時に、物理的な移動を伴わなくとも施政権の変更が空間に変容をも

たらし期せずして越境する、その中の経験を扱っているという点を2つの報告は共有していると感じた。 
沖縄の国土空間、心象地理への包摂のための再編成過程、歴史の包摂が沖縄と「日本」の双方におい

てあったということは、同様の米軍による統治という歴史経験を持つ小笠原との大きな違いである。こ

の違いは、沖縄と小笠原の住民人口構造の違いからくる、トランスナショナル、トランスボーダーとい

うことに対する感覚の違いに起因するのではないかと考えている。 
上地報告に対して：「復帰」というタームによってさまざまな位置に居たさまざまな人々がそれまで

とは別の形で共同体意識を形成していたという印象を持った。抽象的な質問だが、プエルトリコ移民と

沖縄移民のネットワーク形成について類似性が指摘されている。その類似性やコミットの仕方といった

ものには両者の歴史経験が影響を与えていると考えるか。 
高橋報告に対して：本土側からの心象地理への沖縄の包摂という指摘があったが、心象地理という観

点は沖縄の場合はどのようなものであったのか。 
両報告に対して：「同胞」という用語を報告者二人が使用していたが、それが想定している範囲は 2

報告で異なると感じた。上地報告においてはある程度推測できるが、高橋報告の中に出てきた「同胞」

という言葉について、当時の沖縄教職員はどのような範囲を想定していたのか。 
 上地の応答：あるグループ内でのマイノリティ経験や差別が顕著なネットワークを形成するという説

明はよく読むが、ここにきてよく分からなくなってきている。ハワイ社会において広島系がなぜ沖縄ほ

ど目に付く形でネットワークを維持していないのか。似たような状況で類似の歴史経験を持っているが

一方ではネットワークを形成し他方は形成していない、という事例を探したいと考え始めている。（※「同

胞」範囲に関してはフロアからの質疑時間を確保するために割愛） 
高橋の応答：「同胞」範囲は、上地報告と明確に異なり、「日本国民すべて」を指す。何故なら、沖縄

が米軍施政権下に置かれている状況を本土側に「沖縄問題」として認識させるために、そして沖縄にお

いて沖縄を「日本」の心象地理に含め国土として止揚するために、不可欠な装置であった。（質問を受け、

両報告における「同胞」の範囲の違いは、対象の立ち位置の違いにより、異なる集団がイメージ・形成

されたことを示すと考えた。高橋の報告における「同胞」イメージは良くも悪くもある程度機能した。） 
 
フロアとの質疑応答 
１．高橋報告に対して：①「復帰」の分析にあたって「本土」側の事例としてなぜ日教組を取りあげた
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のか、②心象地理、歴史、文化という 3 つの分析枠組について、前者 2 つはロジックとして「復帰」前

後に対応しているが、文化に関しては他の変数も考えられる。その点をどう思うか、③資料 2 と報告の

分析にずれがあるがそれはどう理解すべきか、④日教組教研集会のトピックもまた戦後日本の言説空間

に規定されるものである。日教組のトピック全体の推移が提示されていないので、その中で沖縄がどの

ように位置づけられていたかが見えにくい。この点についてはどうか。 
応答：①革新側沖縄返還運動の担い手の一つであること、51 年度から年 1 回教研集会が開催され議論

の推移がわかること、日教組教研集会に沖教職・組教員が第 2 回から連続参加していること、沖教職・

組分析にあたり影響しあっていた日教組分析が欠かせないことなどである。②報告では時間の制約もあ

り議論を尽くせなかったが、90 年代に入り「沖縄文化を含む日本の多様な文化」が発想され利用される

ようになった。それには「復帰」が構造的に影響していると考える（補足：沖縄が米軍の施政権下にあ

る状況を「異民族支配」として、施政権返還を「対米従属からの日本民族の独立」として位置づける「復

帰」ロジックのもとでは、沖縄を少数民族として捉えることは困難だった）。③ずれの部分は 55 年朝日

報道の影響。69 年施政権返還決定で「本土」側の「沖縄問題」が解体した（いつも「本土」の都合で関

心を寄せ「本土」の問題に動員する）という意味で報告の主旨と一致している、④報告ではのせきれな

かったが応答の用意があるので機会を改めて伝えたい（高橋 2011 をご参照願いたい）。 
２．両報告に対するコメント：上地報告から、当時の帰属問題に関して人々が生活レベルから迎合・妥

協・反応というのはよく分かった。高橋報告では内なる他者という話や、復帰とはなんだったのかもう

一度問いかけるべきかという問題意識が分かった。希望として、上地報告に対しては、生活レベルから

の「復帰」理解の先、その次に何がくるか、という点を今後の研究で暗示的でもよいから意識して欲し

い。高橋報告に対しては、内なる他者ということでいえば、平和学習の沖縄利用について述べられてい

たが、では現場ではどう実践したらよいのか具体的な示唆があればもっとよかった。両報告者には、今

日の報告をしたうえで、これからの沖縄学をどのように考えるか、課題として取り組んでほしい。 
３．上地報告に対して：本土側やハワイの沖縄人の発言が沖縄における言説へ影響を与えた例はあるか。 
 応答：影響の程度を具体的に示すのは難しい作業だが、過去に沖縄の帰属議論を分析した際、現地の

復帰支持論に東京からの声が占める割合が大きかった。東京側からの「戦前の日本とは違う」「東京も復

興している」といった声や、先行研究が示すように在京沖縄人の社会的地位が戦前から相対的に高かっ

た事実などが当時の復帰支持の後押しになったのではないかと考え、そのように分析したことがある。

ハワイがその当時、沖縄という空間における帰属議論や意識に与えた影響を例示して示すことは現時点

でできないが、『布哇タイムス』を調査した印象では、当時かなりの数の日系二世の兵士が従軍や駐留と

いう形で沖縄に行っており、個人レベルでの行き来が思ったより多い。直接占領者であるアメリカ側の

動向をさぐるうえで、ハワイ―沖縄というラインで当時の沖縄の人がどのように情報のやりとりをして

いたのか、興味を持っている。 
４．上地報告に対して：報告の中でディアスポラという概念を期待していないのはなぜか。 
応答：沖縄、東京、ハワイに集住するグループとして固定化し、空間的なかたまりとして当時の沖縄

の人々の動態を捉えると、私信や新聞広告に現れるような頻繁な人の行き来など、重要な側面が滑り落

ちる印象を持っている。ディアスポラ概念を理解し切れていないこともあるし、今回の報告では場所や

制度にある種影響されているという風に当時の沖縄の人々の状況を描いたが、その概念の利用価値がま

だよく分からないので現時点では使用していない。 
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久高島の祭祀世界
久高島年中行事映像データベースから
の視点（２）討論

2012年3月29日13:30-15:30

（１）で上映した映像と報告をもとに、討論参
加者からそれぞれ問題点の指摘やコメントをいた
だいた。以下にその概要を示す。

１　赤嶺政信
　久高島の祭祀についての基本的な見方をお話し
したい。
1. イザイホウ祭祀について  長い間研究されて
きたが、自身の論文「イザイホウ再考」で書
いた通り、〈琉球王府と久高島〉という視点
を導入しないと理解できない点がたくさんあ
る。例えば、根人による「朱付け」でも、ノ
ロさんではなく、男性神役の根人が行うこと
が不可解なことである。

2. 「王権に眼差された島」という論文でも言及
したが、映像にもあった旗、日の丸が登場し
ていたが、あれは日の丸ではなく、船のマス
トにかかっている三角旗に赤く書かれたもの
である。八月行事の時に国王がウタキまで
行っているのだが、それを迎える行事が下敷
きになっていると思われる。国王が久高島か
ら帰る時に一番気になるのは、航海安全であ
る。それを儀礼的に先取りしたものであろ
う。

3. 「テーラーガミ」でも大主たちが持つ日の丸
の扇についても言える。出発点のユランヌ浜
は、君泊とも言い、かっては国王や聞得大君
が来島した時の港であり、帰着点のウドゥン
ミャーは国王休憩の御殿の庭になる。かって
国王が久高島に着いた時に、それを迎える儀
礼が下敷きになっている。

4. 〈ナージキ（名付け）〉についても同様に考
えられる。イザイホウは11月、ナージキは8
月、いずれもも午年に行われるが、男の儀礼
は、王府の船の乗り組員の組織への参加儀礼
がもとにあろう。ンナグラーが、ソールイナ

シーに付いて各戸回りをしトゥイケーするの
も、16才で一人前になるための訓練期間中に
行われる礼儀作法の教育の一環であろう。

　以上は、いずれも、王府、王権というものが関
わる視点を入れて考えるべきものであろう。久高
島の祭祀の考察にはそういう視点が不可欠であ
る。

２　波照間永吉
　私は、『おもろさうし』などの、南島における
歌謡を研究する立場から久高島の祭祀を見てい
くという立場である。南島の祭祀歌謡は、一つ
一つの儀礼と密着していて、歌謡が儀礼の意味、
由来を説明している、ということがよくあり、そ
ういう意味で、報告の中においても、個々の祭り
と歌謡のつながり、というものを有機的に解き
ほぐしてほしいものである。
イザイホウにおいても、13ほどのティルルがあ
り、「アリクヤーの綱」という儀礼があるが、
ニライカナイへの神の帰還を具体的に謡ってお
り、神の船出、巡行の様子が理解できる。
　また、ピーサチのティルルの解釈は揺らぎやす
い。
　一つの儀礼を解釈する場合、当該歌謡がその
儀礼とどう対応するのか、という観点で進めて
行かないと、語源を解いて満足するとか、自らの
理念でもって儀礼を解釈してしまいかねない。歌
謡は儀礼を構成する重要な要素なのだという視
点で歌謡の解釈を積極的にやっていってほしいと
思う。

３　安泉正祥
　今日は、久高島を基にして、いろいろな角度か
ら研究されている皆様の話からどのような伝統的
な文化を見いだしていくのかということについ
て、大変参考になることをお聴きした。現在、久
高島にはノロも根神（ニーガン）もソールイガナ
シーもいない。そういう中で、後輩達に島の文化
をどう伝えていこうかと今考えているところであ
る。
　ここで、〈ウプティシジ〉というものについて
お尋ねしたいと思います。
　なぜこれを出したか、というと、イザイホウの
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時、新たに加入する女性たちは、三日間山籠り
する。折口信夫、鳥越憲三郎、三隅治雄といっ
た人々が関心を寄せたのはそこであった。しか
し、ノロである祖母たちはノーコメント、という
対応をした。祭りの中でもこれが一番大きかっ
たのではないか、と思う。皆さんの意見を伺い
たい。

（ここから、ウタキの神の問題、ウプティの意味）
　オボツカグラとニライカナイという他界観を
巡って議論が白熱した。結論的には、久高島にお
いては、神話的な人物を除き、いわゆる祖先の霊
が神となる祖先神は存在しない、すなわち柳田
国男から始まる、祖先神という概念は八重山、
宮古のウタキ伝承を尋ねても決して見られない祖
霊神という、日本民俗学の常識には至らない、
それを根本的に見直す時であることが確認され
た。

４　金泰順
　討論の中で、人格神という言葉が出てくるが、
第一部でも映像を見ながら、一寸違う、という
印象を受けもした。ただし、アジアという点、
島であるという点からみると、共通点も指摘で
きる。
〈ウタキ〉に対するに韓国では〈シンダン（神
堂）〉が村にある。昔は村ごとに一つ以上あ
り、今でも研究者の調査によって100箇所ほどが
確認されている。〈シンダン〉というのは村を守
る神様のことであり、そこには神様の名が付いて
いる。人々は正月にはシンダンに挨拶に行く。2
月は風が強い。西南からの風がチェジュ島に流れ
て来て、その風を神と崇める。風神をヨンドン神
と呼ぶのに対して、祭りはヨンドンゼ、ヨンドン
クッ 、という。南の西側は、ウタを聞くと中国
だと解釈できるが、そこからお婆さんとお爺さ
んの神が来る。
　韓国ではペアの神様が好まれる。風ととも
に、海を渡って来るヨンドン神はさざえ、鮑、ワ
カメ、などの種をもたらす。ヨンドンクッはその
神をもてなして送る祭りである。帰るところは判
然としないが、神は東側に行き、それから島を
一周して帰る。2月1日に来て鮑、海藻などの種

を島にもたらし、15日に帰る、それがヨンドン
神である。
　神が来臨する時、シャーマンであるシンバンは
豊漁の占いをする。蓙を敷いて踊りながらシンバ
ンはその上に粟の種を撒く。すると、粟が集中
したところを見て、今年は東側で何が獲れる、今
年は海の風が強いから何月頃健康に気をつけて、
海の仕事は用心などとアドバイスする。
　先ほど、〈ファーガナシー誕生〉の映像を見た
が、韓国ではシャーマンの誕生は珍しいことで
はない。1日のうちに何人か、シャーマンになっ
たり、止めたりする。〈巫病〉にかかった人
が、〈クッタン〉でシャーマンになるべく〈シン
クッ〉をやると病気が治り、健康になる。シンバ
ン、ムーダンと呼ばれるシャーマンの道に入った
者は歌や供物、踊りなどさまざまなことを勉強し
ていく。大勢のシャーマンが韓国にはいる、と
いう現状である。 

５　古谷野洋子
　私は、八重山の波照間島を中心に、その生業
を始めとして祭りなどを調査している。10年程
前から霞ヶ浦の祭りも研究している。
（１）頭屋制について
　霞ヶ浦のものと大変よく似ている。祭りの日
に、頭屋は勾玉を付け、杖を突いて、禊をする。
ソールイガナシーと同じように〈御殿小〉をつく
り、神社の神の分身を預かる。鎮守の神を祭る
スタイルは、さまざまな神がいる久高とは、比較
において異質ではないかと思われる。
（２）男女の役割分担について
　波照間島でも、最初は女性祭祀に目がいった
が、そのうちに男性の願い人の存在に気がつく
ようになった。ウタキの祭祀などでは女性ばか
りがクローズアップされてきたが、5人、9人と
奇数で御願をする。
　一方、チェジュ島では職業であるシンバンは、
昔は賤民階級だったと言われているが、男女の性
差別はあまりない。
（３）麦の初穂儀礼について
　なぜ麦の初穂で、粟の初穂ではないのか、とい
うことが、ずっと大きな疑問であった。八重山を
見ていると〈粟〉が大きい。かっては、上納も粟
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であり、穀物の稔りには土地柄がある、という
ことを感じさせる。久高では麦が多くできると思
われるが、チェジュ島でも麦か粟か、という問題
がある。時の権力と結び付いて、どちらがクロー
ズアップされたか、それは植民地時代では総督
府治世下では、イプチュンクッでも麦が強調され
るが、それ以前では、チェジュ島では粟取り名人
の神話が存在したりと粟も重要である。麦か粟
かという時、権力との関わりが大きい。
　穀物は沖縄では冬作である。10月から11月に
種を蒔いて、冬を越し、台風が来る前に刈り取
る。その後に豆を撒く、芋を作る。これに対し
て、チェジュ島では麦は冬作であるが、他の穀物
は違う。土地柄によっては麦の後に粟を作ること
はできる。
（４）国王と〈穀霊〉について
〈穀霊〉をいただく、ということについては、波
照間島からは発想がなかなか出てこないが、麦
の穂孕みの前のソーズ（精進）、謹慎を厳粛に実
修しないと大事な穂が出ない、という発想は確
かにある。やはり、久高島と王府との関係を感
じさせる。
（５）2月と8月の関係について
　波照間島の事例だが、豊年祭が6月頃、他に先
駆けてある。その時に村の中で一番古いという
伝承のある家の主人が、夜中に杖を突き、伴を
連れて島中を巡り、〈島を開ける〉儀礼を行う。
また、対をなすかたちで、〈しち（節）〉の前の
日に当人が、夜中に杖を突き、島中を巡って〈島
を閉める〉。1年の中で、開けたり、閉めたり、
生業と行事が結び付く、それが2月、8月の行事
になっているのかと考えられる。
　冬至の時も、今でも公民館に館長以下役員が
集まって、古い行灯に灯りを灯し、一晩中それを
見ている、という儀礼が行われる。これは、釜
回り、のように昔の役人がやっていた行事が残っ
ている例である。
　神行事の中にも、役人が伝えた行事があるの
ではないか、ということも忘れてはならないと思
う。
（６）神役の継承について
　神役の引き継ぎは、紙に書いてファイルしたも
のを区長のところに持って行って、それが次の司

の後継者に渡される。神役の継承は今日の映像
を見ると、こうあるべきと感じられるが、形は
違うものの、役目を一生懸命務めていることは
述べておきたい。
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 組踊とは何か―組踊の伝統と継承― 
報告①‐1 組踊の継承について 

狩 俣  恵 一（沖縄国際大学南島文化研究所所員） 
 琉球国時代の組踊は、琉球士族の素人役者による宮廷芸能であったが、1879 年の廃琉置県以

降宮廷芸能は、主として沖縄芝居の役者が継承した。そして、その系譜には〈古典派〉と〈古格

派〉があった。 
玉城盛重及びその芸系が〈古典派〉であり、〈古格派〉には渡嘉敷守良とその芸系・新垣松含

とその芸系・首里上層士族の芸系があった。〈古典派〉と〈古格派〉は、ともに宮廷芸能を〈身

体の継承〉をとおして〈古典化〉することでは一致していたが、その〈古典化〉の方法には相違

があった。〈古典派〉は、〈新しい型〉を生み出して〈古典化〉することもやぶさかではなかった

が、〈古格派〉は、〈古い型〉を墨守して〈古典化〉することを旨とし、〈新しい型〉が生まれる

のを嫌った。ちなみに、〈古格〉の格は品格・芸格の格であり、〈古風〉とは異なるものである。 
玉城盛重の〈古典派〉の芸系には、真境名由康・玉城盛義・島袋光裕・宮城能造・親泊興照な

どの著名な組踊継承者が生まれたが、〈古格派〉で組踊を継承した主な役者は金武良章一人であ

り、それ以外の役者は古典舞踊の継承に励んだので、〈古格派〉の組踊は衰退した。 
昭和 11 年の「琉球古典芸能大会」における玉城盛重と新垣松含の〈型の相違〉は、〈古典派〉

と〈古格派〉の象徴的な対立であったが、その後渡嘉敷守良は、両派の相違を越えて型を統一し

ようとした。守良・松含・盛義の話し合いは失敗に終わったが、今でも〈型の統一〉は流派を越

えて行われるべきとの認識が実演家及び研究者の間にはある。沖縄では、古典芸能界の組織が小

さく、流派の歴史も浅い。また、一つの組踊研究所や琉球舞踊研究所で、組踊を上演することは

難しいという事情もあり、〈型の統一〉は必要であると考えられている。ただし、近年の伝統組

踊保存会の組踊は、指導者が自分の考えや好みで〈型〉を考案し演出しているようで、型の混乱

はむしろ顕著になっている。 
また、近年の沖縄では、組踊は沖縄の宝であると言われ、沖縄という共同体全体の共有財産で

あると大雑把に認識されている。確かに、沖縄の古典芸能は、琉球・沖縄の歴史の中で生まれた

沖縄県民の共有財産である。しかし、その共有財産を継承するのは個人であり、その個人を支援

しなければ古典組踊の継承が途絶える可能性がきわめて高い。その理由は、宮廷芸能時代は素人

役者による〈琉球国共同体の組踊〉であったが、廃琉置県以降その継承は、プロの役者による〈個

人の継承する組踊〉へと変化したからである。 
つまり、近代以降の組踊は〈身体の継承を第一とする古典芸能〉として継承されてきたが、近

年はそのことが軽視されるとともに、〈新作組踊〉と称する別のジャンルの芸能が行われるよう

になり、組踊の〈唱え〉〈型〉〈身体〉の継承がおろそかになりつつある。 
 

報告①‐2 唱えの継承 
宮 城  茂 雄（沖縄国際大学南島文化研究所特別研究員） 

従来、唱えは、ミセゼルやオタカベなどの〈祈願詞の韻律〉から発達したものと考えられてき

たが、それは〈若衆〉〈女〉の唱えであり、〈男〉〈老人〉〈間の者〉の唱えは、伝説や昔話の〈語

り口調〉から発達した〈昔語り〉の系譜に列なるものであると考える。つまり、組踊には〈若衆〉

〈女〉〈男〉〈老人〉〈間の者〉という５種類の主な唱えがある。 
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〈若衆〉の唱えはテンポが速く、〈女〉の唱えはゆったりしているが、〈男〉〈老人〉〈間の者〉

の唱えは、テンポの遅速ではなく、抑揚（韻律）に相違がある。また、〈老人〉〈間の者〉の唱え

は、〈男〉の唱えから派生したと考えられるが、〈男〉の唱えは士族の壮年男性らしい抑揚、〈老

人〉の唱えは年寄の雰囲気を醸し出す抑揚、〈間の者〉の唱えは庶民らしい抑揚がある。また、〈唱

えの技法〉を次のように分類される。 
① 掛け（カキ）＝若衆の唱えの技法。８音句は５音目（６音句は３音目）から、突き上げる

ようにして６音目（４音目）に繋ぐ。 
② 掬い（スクイ）＝女の唱えの技法。８音句は５音目（６音句は３音目）から、下からすく

うように抑揚をつける。 
③ 強吟（チュージン）＝按司や大主など力強さをあらわす唱えの技法。謡の〈強吟〉からき

ている。 
④ 底吟（スクジン）＝按司の唱えの強吟の味わいを深める技法。腹の底からえぐるように太

い声を出す。 
⑤ 和吟（ワジン）＝世話物の銘苅子や森川之子などの唱えの技法と言われるが、按司や大主

も場面に応じて使う。謡の〈和吟〉からきている。 
⑥ 含み（フクミ）＝男の唱えの技法。声を口内に含んで発声する技法。明瞭な声と含み声を

用いて味わいを深める。 
 要するに、組踊には５種類の唱えと６種類の唱えの技法があり、それらが組み合わせて唱えて

おり、その微細な唱えの違いを聴き分ける楽しみがある。そして、それらの唱えの〈種類〉及び

〈技法〉は、所作と同じく身体をとおして継承してきたが、〈唱えの譜〉のようなものは存在し

なかった。ただし、今回の発表では〈唱えの譜〉を作成して唱えの抑揚を視覚的に理解しやすい

ようにした。 

報告② 組踊の〈型〉

真栄里 泰球（沖縄タイムス社学芸部） 

日本においては、「古典」と称される芸能は身体伝承による演出の様式、すなわち「型」の集

積で成り立っている。能や歌舞伎との比較・類似・相違の指摘が良くされる組踊もまた「型」の

重要性が言われ、現在の関係者も「型の継承」を強調している。一方で、舞台構造ひとつとって

みても現在目にする「古典組踊」と御冠船踊の組踊に相違あることは明らかであり、時代につれ

て「型」も変わってくる。組踊は明治以降の近代化の中で、商業演劇系統の先達によって、「額

縁舞台」の上で「型」の意識をもって磨かれ「古典化」が進んできた。なかでも玉城盛重の芸脈

が大きな勢力になっている。「古典」としての組踊の継承は「型」のありかたや「型」の指導方

法に課題を抱えており、議論が必要となっている。 
 冠船から重要無形文化財へ 

御冠船踊を統括した躍奉行は、冠船ごとに任命され、詞章や所作の変更はあった。冠船におけ

る芸能は、首里士族社会の共同体を基盤とした芸能であり、「プロの役者が一生をかける」とい

ったタイプの芸能ではなかったことがうかがえる。廃琉置県後は一般向けに上演されるようにな

り玉城盛重など商業演劇系統の先達が古典化を先導した。琉球政府は 1967 年、組踊(「組踊五組」)
を重要無形文化財として指定し、保持者を決定した。1972 年の復帰とともに、国の重要無形文

化財に指定され、女性演者が一線を退き、長老の死とともに、伝承・口伝が失われたとの指摘も
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ある。 
 複数の師匠と独自の古典化 

 また、1947 年 1 月、東京の国立劇場で「執心鐘入」が上演された際、担当が真境名由康から

島袋光裕に変わり、鬼女を演じた宇根伸三郎が「型」の違いから稽古を全部やりなおしたとの逸

話がある。真境名も島袋もかつての玉城盛重と同じく様式美を追求する古典化のへの道を歩んだ

が、それぞれが複数の師匠から学び、独自に古典化を追求したため、多様な型が生まれたと考え

る。 
現代における型の継承 

組踊の継承は「伝統組踊保存会」の研修、「国立劇場おきなわ研修生」「沖縄県立芸術大学」な

どの集団的指導が中心のようである。前段階として、各琉舞研究所で師匠について舞踊の基礎固

めを行い、宮城能鳳、真境名正憲、金城清一らが指導する組踊研究会も活動している。若手は呼

び集められた公演ごとに違う「保持者」の指導を受ける形態が多く、実質的な「複数師匠制」と

もなっている。現代演劇や沖縄芝居の影響か、リアルな演技への傾斜も指摘されている。演出家

だけでなく、保持者も写実的な演技を指導することがままある。真境名由康は、「組踊の表現は

象徴的なもので写実性は少ない。能ほど象徴的でなく、歌舞伎のような露骨な表現はとらない(略)
組踊では泣いたり、驚いたりする場合、表情に出しての表現は嫌われた。沖縄独自の古典劇とし

ての組踊の味・性質を失わないでほしいと思う」と危惧している。 
舞台の変化 

冠船時代の首里城における組踊上演は、能舞台形式三間四方の舞台で行われた。北表、南表、

橋掛かりからの出入りなど、組踊独特の様式を生み、小禄親雲上の自宅にあった舞台を移築した

明治の仲毛芝居まで続いた。その後、橋掛付き額縁舞台、市民会館様式の額縁舞台、そして「国

立劇場おきなわ」の可変式張り出し舞台が登場した。 
 

報告③ 組踊の〈身体〉 
田場裕規（沖縄国際大学南島文化研究所所員） 

 組踊の身体の基本は古典琉球舞踊にあることは言うまでもない。ゆえに、古典琉球舞踊におけ

る身体の在り方を論ずる視点によって報告とした。尚、身体を論ずる視点として、（１）身体技

法、（２）身体感覚、（３）身体の近代化をもって報告した。この視点をもって論ずることの意味

は、〈古典〉としての組踊がどこに定位するかを明らかにしたいからであった。伝統と継承の具

体化は、〈古典〉としての琉球舞踊の位置づけをもってなされ、さらに組踊も同様にみることが

できることを指摘した。〈古典〉としての身体技法の継承は、生身の人間が強固な師弟関係にお

いてなされるものであり、決して教材や舞踊譜の記録等によって実現されるものではない。ゆえ

に身体技法を感得する方法が必要になってくる。その際重要なのは、身体感覚に踏み込んだ視点

である。さらに、身体部位の意識や、身体の形象的理解を身体感覚の実感に変換していく必要が

ある。 そこで〈古典〉としての身体を、「内観的身体技法」（社団法人整体協会 身体教育研究所

によって考案された「内観的身体技法」。整体法の創始者である野口晴哉の技を内観的身体技法の見地

から研究や内観的身体技法を通しての日本文化の研究を行っている。代表野口裕之。）の視点によっ

て、感覚や動きをキーワードに考察してみた。 
組踊の身体の基本は古典琉球舞踊にあることは、その伝承の方法をみてもよく理解される。古

典琉球舞踊をあるレベルで習得したものに許されるのが組踊の伝承には見て取れる。しかし、身

体の近代化を捉えた時、必ずしもその伝承の在り方は善しとされるものばかりではないことを指
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摘しておきたい。身体の継承は、身体技法や身体感覚を「ことば化」することによって生まれる

ことばの伝承ではない、一個人の芸能家が師匠とすべき芸能家から身体を通して継承されるもの

であり、そこに内在する重要な視点は、身体技法と身体感覚の継承ということである。無数に感

知される身体感覚を師匠の身体から受け継ぎ、それを身体技法に高めていくことこそ、身体の継

承といえる。 
 大学や道場等の集団的教授は、身体技法や身体感覚に名称を与える「ことば化」によって、肝

心な身体技法や身体感覚の継承をおろそかにする危険性がある。〈古典〉として組踊の位置付け

を考えるとき、「ことば化」による身体の近代化を再考する必要がある。 
 

質疑応答等 
  

横浜能楽堂副館長の中村雅之氏より、狂言の継承においても〈古格派〉と〈古典派〉の対立が

あることをご教示いただいた。また、沖縄県立芸術大学教授の板谷徹氏からは〈古格〉と〈古風〉

の問題について、議論を深める必要があるのではないかとのご指摘を受けた。いずれも、本発表

を掘り下げるための重要なご指摘であり、今後更に検討したい。 
 
京都精華大学准教授末次智氏より、世礼国男の「声楽譜」に見られる身体性について、示唆を

頂いた。三線奏者が、近代沖縄において、古典としての身体をどのように捉えていたかを考察す

るとき、有効な視点を与えてくれるというご意見は、本発表が強調する「身体」の継承と近代と

の関係を明瞭にしてくれるものだと受け止めた。世礼国男の「声楽譜付工工四」が、奏法の記録

という側面以外に、近代において芸能の身体をどのように継承していくかという点において、随

所に身体技法や身体感覚の捉え方を見ることを可能にしているならば、音と「身体」、曲想と「身

体」等の観点から、古典琉球舞踊や古典組踊を考察することができると理解した。ご示唆に感謝

申し上げる。 
  
 質疑応答を終えた後、専用舞台のない組踊が古典芸能として継承できるのかというご意見が多

数寄せられた。これは、国立劇場おきなわの可変式舞台を組踊の舞台としてきたことへの再検討

を迫るものと考える。 
 

本セッション全体の所感 
 
本セッションでは、芸能研究の基本的ラインや他の研究分野との境界線を、〈古典〉をキーワ

ードにすることによって報告の主旨を明確にした。しかし、一部にこのような視点を共有しない

発言がなされた。ここに沖縄の芸能研究の問題点を見た思いがした。今後は、〈古典〉とは何か

という論点を、明らかにしていく必要性を感じた。他の研究分野との交流は有益だが、芸能研究

がどこに定位するのかという基本的ラインを明確にしない交流は、実演家を疲弊させるだけでな

く、芸能研究に対する社会の信頼を失う危険性を孕むことを記しておきたい。 
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パネル１２：自由論題：環境 

 

タイトル "Okinawan Development Policy Discourse: Then and Now" 

所属 University of Hawaii at Manoa 

名前 Lonny E. Carlile 

 

①報告の概要 

The paper compares and contrasts the discourse surrounding Okinawan development 

policy around the time of Okinawa’s 1972 reversion with that of today by delineating 

the discursive continuities and discontinuities in local government development plans 

then and now. The paper argues that, even as certain fundamental constants remain 

(e.g., the economically problematic character of Okinawa’s small island economy, 

geographic isolation, and historical circumstances, along with the heavy presence of 

US military bases), the documents suggest that a paradigm shift is under way from a 

technocratic, materialist paradigm to one that is centered on what can be described 

as post-industrial “flexible development.” 

 

②議論の内容 

 

All of the papers from the panel were discussed at the same time in the Q&A session 

that followed the individual paper presentations. One thing noted in comments from 

several members of the audience was how well the papers connected despite the very 

different methodologies and approaches. It was indicated that the differing 

approaches and variance in topics allowed for an insightful multi-dimensional 

coverage of the problem of economic development in Okinawa. With respect to this 

paper specifically, there was a somewhat extended discussion of the role and extent 

of "regulation" in tourism development, with the upshot of the discussion being that 

the role of regulation in the sense of administrative control over the process of 

tourism industry was moderate at best. Another noteworthy point of discussion 

concerned the use of colorful graphics in recent development planning documents and 

who the implied audience in such documents might be. It was agreed that this 

phenomenon was reflective of a more inclusive and open-to-the-public approach to 

development planning in recent years that contrasts with the earlier elite-oriented 

approach of the earlier period discussed in the paper. 
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Individual Paper Summary 
The Spatial and Temporal Patterns of Tourism Development in Okinawa Prefecture 

By 
David Nguyen 

University of Hawaii, Manoa 
Department of Geography 

Department of Urban and Regional Planning 
 

This paper presents a new evolutionary model of spatial and temporal changes 
in Okinawa Prefecture’s tourism across its many islands since 1972.  Specifically, the 
study examines the development of tourism infrastructure such as highways, bridges, 
flight routes, and resorts across the islands of the prefecture. The paper maps the 
spread of flights and resorts to more islands over time and space. This research 
considers the applicability of existing literature on tourism development, tourism 
life-cycle models, and tourism geography to a multi-island destination, and attempts to 
conceptualize a new approach in mapping tourism development across an archipelagic 
geography such as Okinawa’s. 
 

Discussion 
 
 As the paper was an attempt to model the life cycle of an archipelagic 
destination, questions received at the symposium centered upon what stage Okinawa 
Prefecture currently falls in.  Based upon my model, my reply is that Okinawa is 
currently at the stagnation/slight decline phase as tourism numbers have begun 
stabilizing and in some cases dropping.  Recent attempts at diversifying its tourism 
markets to include foreign tourists were identified as one of the attempts by stagnating 
destinations to rejuvenate their tourism industries.  While this phenomenon is still in 
its early stages, recent tourism numbers indicate moderate success in attracting 
tourists from mainland Asia.  Continued success will rely on the introduction of 
visa-free regimes for foreign tourists as well as the growth of similar destinations in 
Asia that are competing for similar tourist markets, such as Jeju in Korea, Hainan in 
the PRC, or Bali in Indonesia.  Okinawa’s ability to develop its unique brand of tourism 
will be vital in ensuring continued growth of its tourism industry. 
 Another question that was posed by the audience was other types of industries 
that could be promoted in Okinawa based on its geography.  My presentation offered 
several alternative economic models adopted by small islands as it is often assumed 

that tourism is the only viable industry.  As proposed in my alternatives section of my 
presentation, many small islands that have high per capita income tend to be those that 
rely heavily on professional industries, such as finance, information technologies, and 
entrepot activities.  An example of such islands include the Cayman Islands, Jersey, 
Singapore, Guernsey, among others. 
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パネル 13：自由論題：基地① 
 

Yacine Mancastroppa

(Ca' Foscari University of Venice)

U.S. Military Bases and Violence against Women

-Stand up for Women's Rights-

My paper focused on how the long term presence of U.S. military bases in Okinawa, from 

the end of the Second World War to nowadays has influenced the life of Okinawa's inhabitants. Indeed, 

this deep presence means also several problems as accident, incident, fires, murders, environmental 

pollution, logistical inconvenience, violence and not lastly sexual violence against Okinawan women. 

It is well known that dealing with rapes and sexual assaults is in general a very difficult 

issue, since women do not clearly relay information about these crimes. Statistics 

regarding rapes are always slippery because rarely women report them, intimidated by the ensuing 

humiliation, the lack of credibility, the widespread tendency to blame the victim and the potential 

retaliation of the rapist. This problem with regard to Okinawa is more complex due both to lack of 

rapes data, and to the privileged status enjoyed by the American military, which partially has been held 

as well after the fukki in 1972. In spite of this situation, the most complete and updated list of rapes and 

sexual assaults from 1945 to 2008 we can consult was collected and printed by the Kichi guntai wo 

yurusanai kōdō suru onnatachi no kai (aka: Okinawa Women Act Against Military Violence, 

OWAAMV), thanks to which we can partially getting to know about the number of rapes. 

After the presentation, I had been asked to provide further information about the OWAAMV and its 

relations with the other Japanese women's groups. This group was born in 1995, after the very famous 

and tragic rape of a 12-years-old school girl by three U.S. service members stationed in Okinawa at the 

time. OWAAMV was the first feminist, non-governmental and anti-militarist organization settled in 

Okinawa. It attended several international meeting, maintaining its own position as representative of 

Okinawa as a separate category from the Japanese one. This is a clear choice both to underline the 
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contemporary militarized situation in Okinawa and to emphasize Okinawan people's identity, culture 

and political voice. It is also been argued that OWAAMV has often complained about the behaviour of 

the anti-militarist Okinawan male associations, which are not always ready to support the feminist 

groups: they do not give to the rapes problem the proper value. During an interview, Mrs Takazato 

Suzuyo, the leader of the group, said  that it is difficult for people to understand that women’s 
human rights are a political matter, because there are always bigger and more 
important issues. She added that in the past Okinawan reversion activists used to say, 
“Okinawa is a pain in the little finger of the body of Japan” to describe how the suffering 
of Okinawans was ignored by the Japanese; but she wondered in that “pain in the little 
finger”, how much of the women’s pain has been represented. 
 
Constructing Politics in Okinawa. Culture, Memory, and Identity 
Gabriele Vogt, University of Hamburg

In Okinawan local politics, a variety of schools on Okinawan cultural identity have long 
competed with each other. They range from an understanding of Okinawa’s role in 
Japan as a narrative of victim (with their followers striving for more independence from 
the nation state) to perceiving the relationship between Okinawa and Japan as an 
ideology of common cultural and historical origins (thereby stressing the necessity of 
close cooperation). 

Representatives of the narrative of victim interpret political events and political actions 
through forming a so-called injustice frame. Usually the injustice frame works as a very 
strong motor among social movements and political forces in opposition. Having had it 
used by a governor in office – as was the case with Governor Ōta Masahide’s 
(1990–1998) land struggle – might seem surprising at a first glance. However, while 
standing in close coalition with the virtual majority of local social movements, with their 
ideas and identities, on the one hand, the governor, on the other hand, found himself in 
an oppositional role, namely in opposition to the national government. The governor 
utilized the injustice frame and with it the discourse of victimization as a tool of regional 
opposition toward the national government.

Representatives of the narrative of common cultural and historical origins between 
Okinawa and Japan (Nichi-Ryū dōso-ron) politically positioned themselves through the 
means of stigmatization. Writings such as the Okinawa Initiative of 1999/2000 – called 
for by then Prime Minister Obuchi Keizō – need to be read against the background of 
stigmatization generally blocking the development of a strong autonomous identity and 
thereby limiting the possibilities for collective action. Okinawans’ collective identity, so 
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vital among representatives of the narrative of victim, in the Okinawa Initiative is being 
classified as something obsolete, as something that poses an obstacle to a prosperous 
development of Okinawa and Japan alike. In this sense the narrative of victim and with it 
any regional political opposition was to be understood as something unpatriotic.

The Okinawa Intiative symbolizes a shift in Okinawan self-perception, which in the 1998 
gubernatorial election had already been implemented politically with Governor Ōta’s 
voting out of office. The conservative wing of politics since then has been successful in 
major prefectural elections; yet in local elections progressives have often taken the lead. 
The political and moral boundaries in Okinawa are constantly being negotiated. The 
prefecture to this day finds itself drawn between these two political forces and the 
self-perceptions they represent. History, identity quarrels and political rivalry are very 
much alive in Okinawa.

Vogt, Gabriele (2003): Die Renaissance der Friedensbewegung in Okinawa. Munich: 
iudicium.
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パネルタイトル：「復帰」の裏側――――反復帰・反国家論、文学、反戦兵士 

 
タイトル：反復帰・反国家論とアナキズム 

所属：一橋大学大学院言語社会研究科修士課程 

氏名：松田潤 

 
 本報告では、1960 年代後半から 72 年の「復帰」までに書かれた新川の反復帰・反国

家論をめぐるテクストについて、「アナキズム」、「個の位相」の視角から考察した。 
 屋嘉比収は新川の思想を「アナキズム一般」へ回収してはならないと警戒を解かない

が、「アナキズム一般」として概観できるほど 60 年代当時のアナキズムは理論的な成熟

に至っていなかったし、世界各地で徐々に盛り上がり始めていた同時代的なアナキズム

の潮流と切れたところで沖縄における反復帰論が胚胎されたと考えることもまた難し

い。当時のアナキズムの再評価は、学生・黒人・第三世界における大衆的反乱といった

世界同時代的な状況への呼応と、国内の既成左翼、社会主義への反発から出発した新た

な革命理論の構築を目指す潮流に起因していると言えるだろう。新川がハンガリー事件

の衝撃が社会主義から距離を置く分岐点だったと回顧していることも示唆に富む。この

文脈を踏まえたうえで、屋嘉比のいうようにマルキシズムからアナキズムに至る過程の

思考の軌跡を追いつつ、アナキストとしての新川の評価を行った。 

 新川の「反復帰」における転機となったのは第一に国場幸太郎が沖縄人民党を追われ

たことを知らされた「衝撃」、第二に島尾敏雄との「出会い」、第三は六〇年安保との「接

触」であった。本報告では、国場幸太郎の沖縄人民党追放の「衝撃」を、新川における

マルキシズムと既成革新政党からの離脱、転向の基点として位置付けた。 

 新川の反復帰・反国家論において、「個の位相」という言葉がはじめて用いられるの

は、「『差別告発』から『反逆』の持続へ」（『朝日ジャーナル』1971 年 7 月 2 日号）か

らである。反復帰論とは、「個の位相で＜国家＞への合一化を、あくまで拒否しつづけ

る精神志向」のことであり、「反復帰すなわち反国家であり、反国民志向」のことであ

ると新川は定義する。個は国家に対峙されてはいるが、ここにおいて開示されているの

は、国家対個人主義といった対立では決してない。国家を内側から蝕んでいくというそ

の腐食の力学において、壊疽となった＜個＞と国家は互いを参照し主体化していくよう

な共犯関係にはもはやなく、主体を喪失した＜個＞から国家を撃つとする新川の主張は、

日本という国家を相対化する集合として「沖縄人」や「異族」にもたれかかっていたそ

れまでの議論からの「理念的進展」であるのと同時に、酒井直樹の言うように主体と自

己の安定状態を掻き乱す「否定性」に近く、不正義を分節化する投機＝投企的な「仕事」
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として捉えられる。 

 個の位相において「国家」を否認する非国民という実践として新川が参照するのは、

沖縄における最初の「良心的兵役拒否」の実践者となった屋部憲伝である。近代国民国

家における「徴兵拒否」という行為が持ちうるラディカルな側面を感知しえていた新川

は、兵役を海外移民といういわば国を棄てる形で忌避した「非国民」屋部憲伝の、「反

国家」的な振る舞いこそ、日常に還流すべき「理念」として称える。 

 フロアとの議論では、新川と屋良朝苗を比較する意見や、アナキストとしての新川の

言う「反国家」とは独立とは違うのかといった質問、新川が参照する屋部憲伝の移民の

例はエリートによる移民であり、当時の多数の一般民衆による移民を無視しては安易で

はないかといった批判、反復帰論や新川明をただ読んだのではなくそれを継承しながら

更新している研究であるといった評価などが交わされた。 

  
タイトル：兵士たちの武装放棄——反戦兵士の沖縄 

所属：東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程 
氏名：徳田匡 

 
 本報告は、ベトナム戦争が本格化する 65 年から施政権返還がなされる 72 年前後の

沖縄において、米軍基地内部の反戦兵士と沖縄の人びとの思想的な繋がりおよび運動の

現場での連帯の可能性を考察したものである。 

 65 年には最初の兵役拒否者が沖縄で軍法会議にかけられる。学生反戦会議などの大

学生が、米兵の兵役拒否に呼応し英文の反戦ビラを撒いた。これは既存の「復帰運動」

による「異民族支配から脱却」という方針に、階級や反戦、軍事批判という立場による

植民地解放を目指したものであった。 
 68 年になると米本国のベトナム反戦運動や黒人解放運動が、ベトナム出撃の前線基

地である沖縄にも波及。コザ市や那覇市などで、いくつかの黒人集団が形成され、米軍

内での反差別運動を展開する。 
 これらの展開に大きな役割を果たすのが、米本土からきた徴兵拒否者ヤン・イークス

とパートナーのアニー・イークスであった。彼らはコザ市で兵士たちの反軍事行動を積

極的に推進、手助けする。その成果は黒人兵らによるアングラ新聞『Demand of 
Freedom』の発行にいたる。この新聞で反戦兵士らは軍隊の上官によるハラスメントを

告発し、ハラスメントへの合法的対抗措置をその新聞のなかで伝達した。また沖縄の軍

労働者と座談会をひらき、軍隊内の沖縄差別と黒人差別の類似を互いに発見していった。

さらに、70 年 12 月にコザ市で発生した「コザ暴動」で、黒人兵集団は、沖縄に民衆へ
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連帯を表明するビラを配布した。 

 これら黒人兵、反戦兵士らによる反軍事運動は、沖縄を統治する米軍当局に強い不安

を引き起こしていた。例えば、アングラ新聞の記事内容が軍務の遅滞を引き起こすこと

になると米軍公安部によって報告された。また「コザ暴動」の際には、高等弁務官ラン

パートが米軍人軍属に対し、彼らが沖縄の人びとへの共感を示すこと牽制する声明を出

さざるを得ない状況に追いこんでいた。 

 これらを踏まえ、発表後の議論ではベトナム戦争終結後の運動や、白人兵士たちの反

戦行動、「連帯」についてのさらなる議論の深化について活発な議論があった。 

 

タイトル：連帯の可能性————長堂英吉「黒人街」論 

所属：東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程 
氏名：村上 陽子 
  
 長堂英吉「黒人街」（『新沖縄文学』創刊号、1966 年 4 月）は、戦後初の総理訪沖に

湧く 1965 年 8 月のコザを舞台としている。この作品において、黒人兵アルが日の丸を

「失敬」した行為にうめが共感を寄せる瞬間は、先行研究において「下積みの人間同士

の結びつきの可能性」として指摘されていた。本報告では、日の丸が当時の沖縄におい

てどのような意味を持っていたかに着目し、「黒人街」で日の丸を媒介として呈示され

ている結びつきの可能性について考察した。 
 当時の沖縄において、米兵が日の丸に手を掛ける行為は実際に多発しており、米軍上

層部と沖縄の人々の双方から厳しく批判されていた。その行為は米兵の征服者意識の発

露にほかならず、日本と沖縄への県民を侮辱するものとして捉えられていたと言える。

だが、「黒人街」のうめは、アルの行為が日本への反感や侮辱に基づくものではなく、

自らの神経を刺激する「無格好なヒラヒラ」を移動させたものにすぎない、と考える。

うめは、アルたち黒人兵と、自分を含む黒人街の住民を、黒人街にはためく日の丸に対

する違和感を共有できる存在として捉えようとしている。そこには、「米軍」や「沖縄」

の中で抑圧される立場にある者同士として黒人兵と娼婦を結び付ける視点があると言

えよう。 
 しかし、うめのアルへの共感はあくまでも一方的なものであり、アル自身がどのよう

な思いで日の丸に手を掛けたのかは明らかにされていない。物語の結末で、うめが自分

の店の客はベトコンではない、と発言した言葉が、黒人 MP に黒人兵たちはベトコンで

あった、誤解され、店のライセンスの剥奪に結びついてしまうように、言葉やイメージ

は常に食い違いや誤解にさらされている。アルの行為に自分自身の傷を重ね合わせて導

かれたうめの解釈は、連帯の可能性を示唆するに留まっている。また、娼婦と黒人兵の

結びつきが生まれようとする際に、「ベトコン」という別の他者が立ち現れてくること
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の危うさを看過することはできない。 
 だが、異なる言葉や人種的背景を持ち、占領者／被占領者の関係に引き裂かれていく

中で、瞬間的に出現した連帯の可能性は、それが瞬間的なものであるがゆえに、食い違

いを抱えながら結び合い、切り離され、また結び合う光景を連想させる。他者として認

識していた存在が、同じ傷を持つ、連帯が可能な存在として立ち現れてくる。そのよう

な瞬間の到来が示唆されていることは、「黒人街」というテクストにおいて他者として

表象された人々が、連帯が可能な存在として捉え直されうるという希望を私たちの元に

送り届けてくれる。 
 会場からは、作品内での白人兵の位置づけについての質問や、うめが同じ境遇にある

娼婦たちを踏み台としてのし上がる「悪女」として表象されていることについての問題

提起があった。差別されている者同士の連帯という視点のほかに、被傷性が抹消されて

いるこれらの存在についてより深い考察が必要ではないかという議論が交わされた。 



─  59  ─ 1 

	 	 	 	 

	 

	 	 	 

	 	 遊行芸能者・チョンダラーの歌  	 	 

	 	 創作エイサー 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  
	 	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 (
)

	 

 
 
 
	 	  

 
遊行芸能者・チョンダラーの歌   

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

 

パネル15



─  60  ─ 2 

	  
	  
	  
	  
	  

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 	 

	 

	 

	 	 

	  

	 

	 

	 

	 	 

	 	 

	 

	 

	  
	 

	 

	 

	  

	 



─  61  ─
 3 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 	 

◇創作エイサー 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 
	 
	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 

	 	 

	 

	 	 

	 

	 	 

 
	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



─  62  ─
 4 

	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

 
 	 

3  
 	 

 
 

 

= 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



─  63  ─

パネルセッション16「沖縄文化研究における古代性の呪縛」 

パネル設置主旨： 伊從 勉（京都大学大学院人間・環境学研究科） 

伊波普猷の『古琉球』書は、20世紀初頭の県民意識の変動と密接な関係をもった琉球史観を展開した。その基調は、

向象賢・宜湾朝保を引き継ぐ日琉同祖論的日本復帰論であった。琉球人が主体性を発揮したと伊波がみる「古琉球」

という時代設定を行って、その意義を当代（特別県制が施行される沖縄県）に投射することによって、来たるべき近

代沖縄の日本における自己同定として代弁させる心理構造をとっていた。 

伊波が準拠したのは、「P音考」にみられる音声学・語彙伝搬論的な周圏論と民族南進説の仮説であった。沖縄に日本

の古い言葉や言い回しが残っているという言語周圏論的特徴を民俗・人種論に拡大し、日本から見た周縁部の沖縄に、

日本の古俗が貯蔵されている「天然の古物博物館」という基本構想は、『古琉球』書に始まり最晩年まで持続する。 

この構想に共鳴する内外の論者により、沖縄文化は、日本古代の文化諸相を保存する場所という常套句を生んだ。そ

れに対し、1960年代以降導入された構造論的文化・社会人類学的方法、および生態学的人類学は、文化伝搬論を基調

とする周圏論とは異なる方法により、沖縄文化の記述を始め、すでに半世紀が経過した。また、戦後の琉球史学は、

「古琉球」という歴史区分を東アジアの歴史のなかに位置づけ、日本中心主義の歴史観を批判的に定義し直す作業を

続けてきている。 

以上の周圏論的語り口と、構造主義的・生態学的語り口、そして史学的な「古琉球」概念に批判的な語り口は、それ

ぞれ流通し主張が認知されながら、その違いが共通の土俵上で議論の対象となることなく放置されてきた。復帰40周

年のこの機会に、沖縄文化論の周圏論的語り口につきまとっている「古代性の呪縛」について、また同時に、「復帰

論としての沖縄文化論」からの自己解放の可能性とともに、語りあってみたい。 

 

伊從発表「伊波普猷の足跡に見る日本古代の呪縛：日本復帰論としての沖縄文化研究の起源と影響：構造主

義的、歴史的アプローチと対比して」 
以下の順に発表を行った。 

はじめに：定義のない時代概念「古琉球」と日本復帰という「奴隷解放」の関係 
「今から三〇〇年前の（即ち慶長役以前）の琉球人は純然たる自主の民であった。（中略）琉球民族が如何に

して奴隷となり、又如何にして解放されたか」伊波普猷『古琉球の政治』1922、附録、「琉球人の解放」：『古

琉球』書では意味の曖昧な「古琉球」 
0 羽地朝秀と伊波普猷における日琉同祖の確信表明： 

羽地仕置にみる日琉同祖論：「竊惟者此国人生初者日本よ里為渡儀疑無御座候」 
伊波は、羽地仕置の上記文章を「琉球人の祖先について」1906-11冒頭と、「琉球史の趨勢」1907-1911にも引い

ている。 

１ 「古琉球」概念を支える史料群の後代性による不整合： 
（伊波存命期にあっても）古琉球関連史料とは、辞令書、『おもろさうし』巻1、『琉球神道記』など少数を除

き、1609年以後成立したものがほとんど。そこに古琉球の残像を読む態度には、日琉同祖と日本古文化残存の

前提がある。オモロ512の歴代の解釈を引いて紹介。 

２ 伊波「古琉球」論における日本古代との通底性前提の起源 

2-1 日本祖語の共有を前提：羽地説のチェンバレン説による裏付け 

2-2 日本民族南漸説：オモロ512に南漸の跡を読む： 

３ 『古琉球の政治』の冒険：河上肇に学んだ日本古代祭政一致構造を古琉球に適用する試論 
日本上代神話時代の祭政一致説（河上肇）を古琉球に読む←構造の相同性を上代の残存と読む 

参考文献：河上肇 1911「「崇神天皇の朝神宮皇居の別新たに起こりし事実を以て国家統一の一大時期を画するものなりと

云ふの私見」 

４ 伊波の構造論の可能性： 

パネル16
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伊波にもあった構造主義文化形態論の別の可能性：日琉同祖説と南漸説が押し流した構造思考 

５ 古代性の呪縛の後代への伝染： 

・琉球の神女組織が日本上代の宗教形態？ 

・『おもろさうし』が琉球の万葉集？ 

・宮古島の神歌が日本の古代歌謡を明らかにする？ 

・南島とアイヌに日本文化の基層をみる？ 

こうして、日本古代の残像は再生産される。 

参考文献：折口信夫 1924（？）「沖縄に存する我が古代信仰の残滓」；鳥越憲三郎 1944『琉球古代社会の研究』；島袋

源七 (1950)1971「沖縄の民俗と信仰」；倉塚曄子 1972「古代研究と沖縄学」谷川編『沖縄学の課題』；同 1979『巫女

の文化』など 

６ 古代の呪縛から脱しえたのか：戦後の構造主義人類学の沖縄文化論 

戦後の文化･社会・生態人類学の方法は、日琉同祖や南漸説の前提から解放された文化構造分析をローカルな生

活世界に対して行ったが、琉球的文化構造をどう明らかにしたか？→山田孝子氏参照 

参考文献：村武精一 （1965）1975「南部琉球における象徴二元論」『神・共同体・豊穰』；馬淵東一 （1968）1974，Toward 

the Reconstruction of Ryukyuan Cosmology；邦訳「琉球世界観の再構成を目指して」；渡辺欣雄 （1971ａ）一九八五「沖

縄の宗教的世界観」『沖縄の社会組織と世界観』；比嘉政夫 1971「常世神と他界観」；伊藤幹治 （1973）1980「神話と

儀礼の諸相から見た沖縄の世界観」『沖縄の宗教人類学』；住谷一彦・クライナー ヨーゼフ 1977『南西諸島の神観念』；

伊從 勉 1987「祭祀の遥拝性と守護性についての空間論的考察－沖縄伊是名島の年中祭祀をめぐって－」『季刊人類学』

18－2；伊從 2005『琉球祭祀空間の研究』 

７ 琉球史学が明らかにした「古琉球」の真相： 

確かに存在した琉日中の文化交流と、1609年以後の日支両属時代の祭政文化と経済→豊見山和行氏発表参照 

おわりに：レヴィ･ストロースの擬似進化主義批判 

同時代の世界他地域に文化の未開性を認める視線には、自文化には歴史の推移を認めながら、未開文化に歴史

を認めない差別意識が働いている。→琉球・沖縄の文化に日本古代を見続ける目には、琉球に確実に存在した

歴史時代を無視する視線が働いている。伊波の思考の不思議さは、自らの文化に確実に存在した近世を否定し、

日本に復帰した近現代に希望を抱きつつ、沖縄に日本の「古代」を見続けた点にある。それが、沖縄文化研究

の原点のひとつであった。 

参考文献：C. レヴィ＝ストロース（1952）『人種と歴史』邦訳1970 

 

「生態人類学、人－自然関係からみる沖縄文化の独自性」

山田孝子（京都大学大学院人間・環境学研究科） 

 

伊從（1995:193)が指摘してきたように、沖縄研究において伊波普猷の「日琉同祖論」の視点が重要な底流となって

きた歴史をみることができる。しかし、1960年代以降の社会人類学的沖縄文化研究、1970年代後半以降の生態人類学

的視点からの沖縄漁民の研究、人―自然関係についての民族植物学的研究を振り返ると、沖縄文化の独自性を捉えよ

うとする研究史をみることができる。沖縄文化そのものの理解へと発展してきた文化人類学的研究を振り返り、「南

島論」の脱構築を考えてみる。 

まず、始めに注意しておかなければならないのは、日琉同祖論の政治性である。伊從（1995:193)が伊波の「日琉同

祖論」の発端はB.H.チェンバレンにまで遡りうると述べるが、チェンバレンは「日本語とアイヌ語との祖語共通性」

についても指摘していた。「日本語と琉球語との祖語共通性」は、伊波によって引き継がれ、琉球語は日本語の方言

の一つとして位置づけられていったのであるが、アイヌ語は伊波と同時代人である金田一京助によって日本語とは系

統の異なる言語として位置づけられてきた。琉球人とアイヌ、琉球語とアイヌ語は、いずれも日本人の起源（池田 1998）

や日本語論のなかで日本民族との対照軸として取り上げられてきた研究史がある。しかし、琉球人が日本人に組み込

まれていくのに対し、アイヌは異なる民族として位置づけられていく歴史的経緯がある。小熊英二(1998)がアイヌの

位置づけをめぐる政治性について詳しく分析しているが、国家内の周縁的集団の位置づけは、政治性を抜きにしては

語れない現実がある。 

では、沖縄研究は人類学においてどのように研究されてきたのか。まず、宗教と社会、親族体系が研究課題として

焦点化されてきたのをみることができる。しかも、クライナーが、沖縄学について、「それ自体の価値のために研究
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されることがなかった」と指摘するように（クライナー 1977:189）、戦後の民族学・人類学における沖縄研究は、

従来の沖縄学とは異なり、沖縄文化を日本文化に平行する独自な文化として研究してきたといえる。宗教と社会の研

究として、宮良高弘、ヨーゼフ・クライナー、住谷一彦、植松明石、酒井卯作、村武精一、伊藤幹治、渡辺欣雄らの

研究があり、親族体系、門中組織の研究として、関敬吾、中根千枝、大胡欽一、小川徹、松園万亀雄らの研究がある。

近年には、環中国海文化という視点も登場し、植松明石により『神々の祭祀』(1991)という論文集が出版されている。 

一方、生態人類学的、人-自然関係に着目した研究としては、沖縄の本土復帰をみた1970年代以降、京都大学理学部

自然人類学研究室を中心に行われた研究をあげることができる。エスノ・サイエンスあるいは自然誌の研究として、

発表者を始め、松井健、安渓遊地の研究をあげることができるが、これらの研究は川端牧、高橋そよらに引き継がれ

ていく。一方、漁撈活動を対象とする生態人類学的研究が、大神島、久高島などを対象に、市川光雄、寺嶋秀明、武

田淳らにより始められ、熊倉文子、内藤直樹、竹川大介、高橋そよらに引き継がれてきた。 

生態人類学的研究は、地域に根ざした生活世界における人-自然関係を描いてきたということができるが、動態的視

点が島の独自性をみる上でも重要となることを示してきた。たとえば、発表者の行った八重山地方の事例（山田2012）

であるが、人-植物関係を西表島西部祖納・ 星立地区、鳩間島、波照間島を対象に比較検討してみると、各島におけ

る人-植物関係には、八重山文化としての共通性と同時に、ミクロな地域的独自性がみえる。植物の命名・分類にみる

地域性と普遍性、植物の類別化にみる島ごとの違い、利用形態にみる普遍性と地域性が見いだせる。 

一方、八重山と東カロリン諸島のプンラップ島とを比較してみると、植物相上の共通性が高いが、植物利用という

点では、八重山文化圏とミクロネシア文化圏という、文化的違いが大きく反映する。しかし、興味深いことに、必要

な物質文化は島内に生育する植物でほとんど調達できる工夫、八重山におけるソテツ、アダン、プンラップにおける

ココヤシとパンノキのような多目的利用植物の重要性がみられ、島という環境のもたらす文化を越えた共通性をみる

ことができる。 

さらに、八重山の調査を始めた1970年代後半と2000年代以降とで、人-自然関係を見比べると、生活世界のレベルで、

自然は遠い存在となりつつある。その一方で、たとえば、波照間島では伝統的自然知が神行事の中で維持される。伝

統知の文脈に変容が起きており、文化の理解には、歴史性の理解も重要となる。 

人々の生きる生活世界は歴史的展開の産物であり、地域的独自性をもつ。伊從が指摘するように、調査時点にみる

「沖縄文化」そのものもある歴史的一こまであり、古代の鏡であるというのは幻想に過ぎない。「沖縄学」が可能と

なるとすれば、沖縄本島、宮古諸島、八重山諸島という地域の独自性を踏まえ、何をめざすことができるのか、ある

いは核心的な文化の独自性の抽出に向けての方法論と視点の創出が課題となる。そこでは、個々の島の生活世界に根

ざした、生態から社会、歴史を含む総合的な固有文化の研究とし、「本土」に対する「沖縄」という対立的な呪縛か

ら抜け出す視点、そして、文化や伝統を静態的に捉えるのではなく、常に動態的な過程にあるものと捉える視点が重

要となる。 

 

引用文献：池田次郎 1998 『日本人の来た道』；伊從 勉 1995「方法としての沖縄－南島論の脱構築にむけて」『建築思潮』

03； 植松明石 1991『神々の祭祀』； 小熊英二 1998 『「日本人」の境界 : 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮植民地支配から復帰

運動まで』； 山田孝子 2012『南島の自然誌－変わりゆく人-植物関係』昭和堂。

 

「伊波普猷の「古琉球」概念の再検討－古代国家・初期国家・中世国家の視角から－」 

豊見山和行（琉球大学教育学部） 

 

 琉球史研究において、現行の主な時代区分は、先史・貝塚・グスク時代、古琉球・近世琉球・近代沖縄・現代沖縄

である。ここでは特に古琉球時代を取り上げる。この呼称法を積極的に押し出したのは高良倉吉であるが、その基点

は伊波普猷の古琉球論（『古琉球』1911年、『古琉球の政治』1922年)にある。琉球社会の原型が形成された時代とし

て位置づけられている。かつて歴史学会を席巻した発展段階論による古琉球＝古代社会・古代国家論は大きく後退し、

近年では、古琉球辞令書（御朱印）を基軸として、具体的に古琉球国家論を高良倉吉は追究している。さらに、安里

進は、新里恵二の「遅れた歴史の出発」論批判や、安良城盛昭・高良による「日本との同質から個性化」論（その基

本認識は伊波の古琉球論）を批判し、「古琉球という時代は、沖縄の個性形成の原点というより、むしろ大きく日本

化した時代」であり「沖縄は、日本本土と同質の先史文化集団から分岐（個性化）していったのではなく、先史時代

から現在まで沖縄化と日本化のあいだをゆれ動いてきた」として、新たに先史時代から現代におよぶ琉球・沖縄史を

巨視的に捉えた「日本化／沖縄化」論を提起している。注目すべき視点・論点であるが、「日本／沖縄(琉球）」その

ものの内実や歴史的展開における両者の融合・混交・離反などの検証も、今後は必要とされよう。 

本報告では、安里の「日本化／沖縄化」論とは次元を異にするが、古琉球「国家論」と古琉球「社会論」の二つの

視点から古琉球時代を再検討した。前者については、国家の歴史段階として、(ａ)13世紀後半～14世紀中葉の時期＝

浦添グスクの時代として初期小国家の成立と展開として三山の小国家の形成期、(ｂ)14世紀中葉～15世紀初頭頃＝（浦

添グスクから）首里グスクへ、すなわち首里城と那覇港の結合による港市型国家へと急成長した時期。(ｃ)1420年代
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（三山統一）～1500年代半ば頃＝港市型国家から島嶼領域支配型国家へと脱皮・展開した時期、に区分する。特に、(ｃ)

期は、首里王権が周辺島嶼への政治的支配を本格化させ、16世紀初頭までに東北の奄美諸島と南西の宮古・八重山諸

島へと領域の拡大＝征服戦争の時代でもある。港市型国家から島嶼領域支配型国家へという歴史的プロセスを捉える

上で、沖縄島周辺の小島嶼における統治機構に着目した。港市型国家の段階では、単に中枢の港湾拠点が他島の首長

を掌握するだけの段階である。ゆえに、中枢の港湾拠点と島嶼を結びつける役職が必要となる。それが後世において、

各島々の船頭（せど、舟筑）と呼称されたもの達と思われる。各島の役職を王府は再組織化し、与人（島の首長）、

舟筑（海運の統轄役）、ノロ（神職の統轄役）の３役を原型にしていたと想定される。その事例として、鳥島は与人

（１員）、舟筑（１員）、ノロ（２員）というシンプルな組織であった(「琉球国由来記」巻二)。 

他方、古琉球「社会論」の視点からの再検討は、国家論に比べて研究は低調である。港市の拠点以外の周辺地方村

落や島嶼社会の実態は未解明の部分が多い。また、古琉球期の生産や生業形態、農耕生産の比重や質はどのようなも

のであったか。地割制（共同体的土地所有）の淵源についても未解明である。切り替え畑（焼畑、非常畠から常畠化

へのプロセス）と水田耕地の所有形態の差異をもつ古琉球社会の実態の解明など、研究課題は多い。 

参考文献：安里進「琉球・沖縄史をはかるモノサシ－陸の農業と海の交易」（比嘉政夫他編『地域の自立 シマの力 

(下)』コモンズ(2006)、同「｢古琉球｣概念の再検討」『沖縄県史各論編３古琉球』沖縄県教育委員会(2010)。高良倉

吉『琉球王国の構造』吉川弘文館 (1987)、同「｢古琉球｣｢中世｣そして｢近世｣をめぐる琉球史の諸相」『中世文学』51

号(2006）。豊見山和行「土地所有・雑物・喰実畑－近世琉球の年貢賦課と生業形態」松井健他編『グロバリゼーショ

ンと＜生きる世界＞』昭和堂(2011)。

 

■ 会場からの質問：応答 
・薩摩の琉球入り後の日琉同祖論と琉球王国との関係について：薩摩の支配下に入って、日琉同祖説を採用

したとしても、中国と日本との二重支配に対応した近世国家の戦略として捉えることもできる（参照文献：

豊見山和行2004『琉球王国の外交と王権』；同「敗者の戦略としての琉球外交」2010）。 

・日本古代との関連性を強調したのは伊波普猷だけではなかったのでは：もちろんそうではあるが、近代学

問の体裁をとって古琉球文化の古代的特徴を訴え、後代の論者に影響を与えた点で、伊波普猷を措いて論

ずることは出来ない。伊波の歴史観に関しては以下の文献を参照ください。 

参照文献：仲原善忠（1950）「伊波普猷著『沖縄歴史物語』」『全集』4；同（1966）『沖縄歴史の考え方』『全集』1；比屋根

照夫 1981「近代日本と伊波普猷」『同名書』 

・江戸期日本における日琉同祖論の動向と伊波の主張は関係があるのでは：当然考えられるが、上記のように、近代

学問の体裁を取ってその主張を組み立てた点で、近代の日琉同祖論者としては伊波が嚆矢と云うべきか。 

・日琉同祖論や古琉球文化の古代性を前提としない戦後の文化人類学や生態人類学の成果をどのように評価できる

か：伊従の考えは、拙著［2005］に表明しているとおり。山田孝子氏の発表を参照願いたい。 

文化人類学の世界観研究との方法論上の相違については、地域社会における歴史性をどう扱うかにかかる。以下を参

照頂きたい。 

参照文献：伊從 1987「祭祀の遥拝性と守護性についての空間論的考察」拙著2005再録；伊從 1995「方法としての沖縄－南島

論の脱構築にむけて」『建築思潮』03 
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政権交代、3.11 後の沖縄と自治・自立運動の意義

〜戦後日本における開発主義国家の批判の試みとして 

秋山道宏（一橋大学大学院）

［報告書］

 2009 年の政権交代以降、沖縄では保守層も含め基地反対の声が高まりながらも、いまだに基地は残り続

けている。どのようなメカニズムが沖縄において基地を維持させてきたのか。また、政権交代や 3.11 とい

う出来事はこの問題にどのような影響をもたらしたのだろうか。本報告では、この問題を戦後日本の開発主

義的な社会統合との関連から検討し、その上で、この統合への批判として、沖縄の自治・自立運動の可能性

について問題提起した。まず、議論の前提として、沖縄における政権交代が、基地問題だけでなく、開発主

義的な社会統合の問い直しを背景として起こった点を示した。復帰後の沖縄の経済開発は、大臣庁である沖

縄開発庁を通して「本土との格差是正」のために公共事業・補助金を集中投下するものであった。それによ

って、基地問題と経済開発とは分離され、歪なかたちでの経済成長を補償することにより基地への不満を表

面化させない仕組みが働いた。しかしながら、95 年以降の反基地の運動は、経済開発を質的に変化させた。

それは、基地受入先への直接的な利益誘導の強化として現われ、経済的な利益（利害）を前面に出した基地

問題の非争点化（島袋純）ないし沈静化（鳥山淳）がなされた。

 では、なぜ、ここまで根強く開発主義的な統合が働き続けたのだろうか。この問いについて検討するため、

本報告では、復帰前後の開発主義国家への統合過程（復帰前後）に改めて着目した。復帰前後の 60 年代後

半は、本土復帰と基地への態度を中心とした政治的争点において、保守と革新との対立が先鋭化していた。

しかし、同時期に起こった県益・国益論争では、保革の奇妙な一致が見られた。この論争は主に経済開発を

めぐり争われ、政治的目標を異にしながらも、保革共に「県益」に資する産業誘致・経済開発を求め、それ

による自主性・自立性の発揮を目指した。本土復帰とは、経済的利益（利害）へのなだれ込みを社会的背景

としつつ、制度としての開発庁の確立により、「格差是正」「振興」「開発」といった経済的な結集点を軸に

社会統合を図ったものと言える。

 最後に、沖縄からみた開発主義国家への批判とはどのようなものとしてありえるのか、を提起した。復帰

前後の論争は、政治的な課題の解決が閉ざされつつある中で、自主性・自立性の発揮を模索した点での意義

は大きい。しかし、経済的利益（利害）は常に私的な
．．．

ものへの矮小化の危険性を孕んでいる（「地域エゴ」

化）。95 年以降の運動の特徴は、この危険性を回避し、あくまでも公的な
．．．

意志（総意）を示そうとした点に

あり、これによってこそ、運動は既成事実化への抵抗という力を持つことになるだろう。

 以上の報告に対し、司会者およびフロアから三つの質問が出された。質問は、第一に、名護などにおける

利益誘導への反発が基地移設反対に結びついたことをどう考えるか、第二に、復帰前後の自主性・自立性を

目指した運動の評価がどこから出ているのか、第三に、基地が返還された後の地域をどう構想するのか、の

三つである。一番目の質問には、名護での移設反対派市長の誕生が、基地受入と経済開発とを結びつける手

法への批判を伴って起こった点を指摘した。また、第二の質問に対しては、その根拠が 70 年前後の県益・

国益論争の歴史的経過から導き出されたものであることを示した。最後の問いについては、安易な回答は難

しいが、あくまでも民主主義的なプロセス（すなわち自治）を重視し、結論を急がずに構想を立てていくこ

とが必要だと回答した。

 

 

 

パネル17
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日本復帰をめぐる沖縄闘争の論理と実践――沖縄・本土・海外の運動の混成・交流をめぐって 

 

大野光明（立命館大学先端総合学術研究科） 

 

本報告の問いは、1972 年の沖縄の「復帰」をめぐる「沖縄闘争」とは、誰による、誰にとっての闘争であっただろうか、とい

うものであった。先行研究は、沖縄闘争を沖縄の人々の運動、それも復帰運動を中心に描いている。しかし、報告者の認識

は、沖縄闘争が、沖縄、日本「本土」、海外の運動の混成状態のなかで取り組まれたのではないかという点にある。 

そのような問題意識から、本報告では、日本「本土」の「ベトナム平和を！市民連合」（ベ平連）による「沖縄問題」への取り

組みを事例として考察し、なぜベ平連が「沖縄問題」に取り組んだのか、沖縄および海外の運動とどのように繋がっていたの

かを考察した。具体的には、ベ平連による、①嘉手納基地前抗議行動および渡航制限撤廃闘争（1968 年 8 月）、②「本土」

および沖縄での反戦米兵の支援運動、を事例として取り上げた。 

ベ平連は、上記①において、A．ベトナム戦争を続けている構造を変革するという意識、B．沖縄は「同胞」であ

るといったナショナリスティックな感情、から「沖縄問題」に取り組んだ。しかし、1968年の嘉手納基地前行動は

大量逮捕事件に発展し、沖縄と「本土」の差異を提示する出来事となった。米軍直接統治下にあるか否かという制

度的差異のみならず、本土と沖縄との歴史的な関係性（＝差異）である。このような差異を踏まえつつ、いかに共

闘できるのか、それがいかに困難かという点が鋭く問われていた。 

 その一方で、ベ平連は上記②において、沖縄と海外の活動家や運動のノウハウを繋ぐ役割も果たしていた。ベ

平連が試みていたのは、米軍基地内での反戦運動を呼びかけることで、基地の中で兵士に振るわれている暴力と、

基地という存在が沖縄、さらにはベトナムに振るっている暴力とを、同時に、そして別々に問う活動であった。 

 このように、沖縄闘争は、沖縄、日本、海外の運動体や活動家によってそれぞれの論理と実践によって取り組

まれている。しかし、まったく別々に取り組まれたのではなく、米軍基地や軍隊を問う、という一点においては

緩やかに、ときに、強く繋がっていた。その一方で、運動の過程のなかで、互いの差異がコンフリクトとともに

噴出している。 

以上を踏まえ、本報告では、沖縄闘争を差異と連携の両方が混在する「アリーナ」として描くことが求められ

ると結論づけた。 

 本報告に対し、フロアからは、「沖縄闘争のなかで、なぜベ平連を取り上げたのか」、「『本土』の沖縄県人会の

活動の内容はどのようなものだったのか」、「ベ平連にとって『沖縄問題』とは、ベトナム戦争や海外の運動など

『外国』をわざわざ『経由』しなければ取り組めない問題だったのか」などの質問、コメントがあり、報告者か

ら応答がなされた。 

以上 
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沖縄と日本の「戦後」の出発点 ―沖縄の「分離」を中心として― 

コンペル・ラドミール（横浜国立大学） 

沖縄の近代史において、処分、統合、返還、復帰、一体化という動きは、日本本土への「距離」を縮めよ

うとする過程として認識されている。復帰論争の主題となった沖縄占領からの解放論の背景には、日本をモ

デルとしてそれに少しでも近づこうとする心理が働いている。沖縄の本土復帰の過程に焦点をあてた研究で

は、「分断された領土」という前提に立っており、その前提がどのように作られたのかについては見過ごさ

れてきたといえる。本報告では、復帰論争に焦点をあてた従来の研究に欠けていた沖縄の分離過程を史料的

に明らかにし、戦後沖縄の「長すぎた占領」を日本の「奇跡の復興」に結びつけ、復帰論争の歴史的な起源

を明らかにすることに重点を置いた。 

1．まず沖縄近代史の中で、分離から復帰までの 27年間の占領をどのように捉えるかという問題を検討し

た。復帰過程の出発点とされてきた、対日講和条約第 3条による沖縄の分離と沖縄占領の長期化は冷戦下の

米国による非公式帝国形成の正当化として捉えることができる。従来の研究では、米国による一方的な「断

絶」と理解されることが多かったが、実際にはこれは日米間の調整の結果であり、沖縄を分離する過程の一

段階に過ぎなかった。また日本復帰以降も沖縄に関しては主権の調整は継続しており、米国は冷戦下のアジ

アにおける主権の擬制を露わにした。 

2．以上の議論を踏まえ、終戦後の沖縄が分離されていく具体的なプロセスを明らかにした。沖縄戦を境

に、日米双方とも、沖縄の戦略的な位置を重視していた。しかし地上戦を経て焦土と化した沖縄を目の当た

りにし、米海軍は矛先を転じることになる。米海軍は、沖縄をハワイに匹敵する巨大基地とする青写真を描

いていたが、終戦後数ヶ月で島を去り、沖縄は太平洋の「瓦礫の山」と化した。また日本本土では、沖縄の

疎開者は重荷とされ、同胞であった沖縄人は「非日本人」となり、沖縄に追い返されることとなった。沖縄

戦の傷跡が癒えぬまま「解放された敵国民」となった沖縄島民の見解も一枚岩ではなく、独立、復帰また信

託統治やアメリカ帰属の間で動揺した。ポツダム会談で「宙づり」状態であった沖縄は、戦争が終わり、日

本の占領が軌道に乗り始めた最中、これという理由もなく日本から分離された。沖縄はこうして日本本土か

ら引き離された後も、復帰と復興を迎える過程で何度も分離されているのである。 

本報告では、戦後初期の沖縄の分離過程を事例として、アジアにおける近代主権という概念を相対化する

ことにより、復帰論争に新たな視点を加えることを試みた。沖縄が日本本土から引き離されていく過程は、

主権という言葉が孕む矛盾と虚構を象徴したものであったといえる。復帰 40 年を機として活況を呈してい

る「これからの沖縄学」をさらに切り開くために、復帰論争の前提を問い直す一試論である。 

 

以上 
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伊波普猷における近代――「大国民」に込められた思いとは 
報告者：東京大学大学院総合文化研究科 

超域文化科学専攻表象文化論コース修士１年 
崎濱紗奈 

（発表時の所属は、東京大学教養学部超域文化科学科表象文化論分科４年） 
 
①報告の概要 
 本報告では、現在「沖縄学の父」と呼ばれる伊波普猷について取り扱った。報告者・崎濱の主要な問題関

心は「沖縄」自身が「沖縄」イメージをどのように描いて来たかということであり、この問題を考えるため

に、沖縄研究の先駆者的存在である伊波普猷のテクストに即しながら、伊波における「沖縄」イメージの変

遷を分析した。従来の伊波研究で繰り返し指摘されてきたことであるが、「同化」と「異化」をめぐる問題

がまず、伊波を考える際に浮上してくる。ここで「同化」あるいは「異化」というのは、「沖縄」の「日本」

に対する態度のことである。「日本」に対して「沖縄」を描くという構造は今なお存在し続けており、「ヤマ

ト」あるいは「ウチナー」という言葉はそうした思考構造を象徴していると言えるだろう。しかし、こうし

た二項対立の中からのみ「沖縄」セルフイメージを描くことには限界が生じる。ここで現れる問題が、「自

立」の問題である。すなわち、「沖縄」は「日本」なしで「沖縄」イメージを描き得るのか、という問いで

ある。「自立」というテーマは伊波普猷がまさに生涯抱え続けてきたものであり、現代を生きる我々もまた

直面している問題である。「自立」はまさに伊波の、そして現代の「沖縄」にとっての「悲願」なのかもし

れない。しかし、こうした問題に取り組む際に忘れてはならないのが、「沖縄」は「一つ」ではないという

ことである。伊波普猷は「日本」に抵抗せんがために「沖縄」を単一的イメージのもとに語ってしまったが、

重要なのは、「沖縄」と呼ばれる地域には実のところ多様な世界が広がっている、ということである。すな

わち、大別して沖縄群島、宮古群島、八重山群島、奄美群島である。この認識はまさに伊波の琉球観そのも

のであったが、迫りくる「日本」に対して「沖縄」個性を守り「沖縄」イメージを立ち上げようとするとき、

伊波の中で意識的にこのような多様性が忘れ去られたのではないか、ということを本報告では指摘した。今、

伊波の問題意識を引き継ぎ、沖縄研究の更なる深化を目指すとき、伊波が抱えていた限界について再検討す

ることは決して無意味ではないだろう。 
②議論の内容 
 発表に対して、伊波の日琉同祖論についての再検討、「沖縄」と同様本来決して一枚岩ではないはずの「日

本」をどのように考えるかという問い、「ウチナーンチュ」アイデンティティについてなど多くの重要な問

題提起を受けた。議論から見えて来たのは、「ウチナーンチュ」アイデンティティから自らを一旦解放した

ところで立ち現われてくる新たなセルフイメージの可能性を探るということであった。本報告でなされた議

論を活かして、今後の研究をぜひ、実り豊かなものとしたい。 



─  71  ─

パネル 18：自由論題 移動① 
 

OKINAWAN MIGRATION TO MEXICO-Beginnings and Revolutionary Period-
Emma Mendoza Martínez（Universidad de Colima, Mexico）

The core of this paper is to introduce preliminary findings of a research project 

that aims to rebuild in Spanish the history of Okinawan migration to Mexico, situating this 

process on the Okinawan and Mexican historical context. Reasons to select this topic are:

1) Lack of literature in Spanish related to the Okinawan migration and their descendants. 

2) Importance of studying migration to Mexico beyond the argument to use it as a bridge 

to get to the United States and explain why some immigrants chose to settle in Mexico. 3)

Lack of a nation-wide registration list of Okinawan families. 4) Okinawan descendants are 

unfamiliar with the Okinawa history and cultural roots. 5) Family memories are only 

transmitted orally, and the relevance to rescue and preserve them as a cultural and 

historical legacy written in Spanish.

The project includes three locations in Mexico as case studies: the states of 

Coahuila and Veracruz, and Mexico City. In Coahuila were located the coal mines, and in 

Veracruz the sugarcane plantations, where Okinawans first arrived to work. Mexico City 

was selected because some Mexican Okinawan families, members of the Okinawa kenjin 

kai, or not attached to this association, could be important sources of information.

This paper depicts the historical context in Mexico for Okinawan migration at the 

beginning of 20th century, geographical areas in Mexico managed by the Oriental,

Continental and Kumamoto Emigration Companies. Signs of social unrest before the 

Mexican Revolution started. Japanese immigrants became part of the dissatisfied masses 

because of the labor conditions. Japanese turmoil at the sugar cane plantation La

Oaxaqueña, in Veracruz state. Okinawan migrants who returned home, and immigrants 

and descendants established in Veracruz.

パネル18
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Being of Okinawan Ancestry in Peru and in Japan

Instrumentalizing Okinawan Identity amongst Nikkei Peruvians

Ana Sueyoshi
Department of Social Studies
Faculty of International Studies
Utsunomiya University

The existence of Okinawans as a minority in Japan and their perception as a 
culturally and socially inferior group has been replicated into the Nikkei community in 
Peru since its settlement in 1898.  In more than one century, international and social 
changes in the host country have influenced the interaction of these two culturally and 
physically differentiated groups, the Okinawans and the Japanese from Hondo or 
mainland Japan.  Although one-hundred-year-ago sensitivities toward such differences 
have dwindled over time, and the people of Okinawan origin have no explicit subordinate 
position in Peruvian society, a tacit undertaking of superiority amongst the Nikkei from 
Japanese mainland still prevails.

As a response toward that superiority and its impact on their participation in the 
Peruvian Nikkei community, Peruvians of Okinawan origin has reassured their 
Okinawan-ness and their identity within the Nikkei community, while they present 
themselves as Nikkei or people of Japanese ancestry into Peruvian society. This 
collective attitude of non-distinguishing themselves from the “Others,” the Peruvians of 
mainland Japanese ancestry, in a broader realm, the Peruvian society, and distinguishing
from them, in a narrower sphere, the Nikkei community, could be seen as a two-dimension 
sense of belonging: one related to the Uchinanchu pride, and the other associated with the 
whole Nikkei community.” According to the Japanese government, this two-dimension 
sense of being part of a group is also currently observable amongst Okinawans, and they 
could be connected to their local Okinawan ethnicity within Japan, or could be linked to a 
broader national   feeling as Japanese in a global scale.  Since the nineties when the 
dekasegi phenomenon started, myriads of Nikkei Latin Americans settled temporarily in 
Japan as blue-collar workers in Japanese factories.  Both groups, Okinawan Peruvians 
and Non-Okinawan Nikkei Peruvians, had been brought as equals with no distinction 
between them, in a new host society that happen to be the common homeland of their 
ancestors.

This paper explores the identity of Nikkei Peruvian of Okinawan ancestry in Peru, 
before and after the dekasegi phenomenon, in Japan, and its transnational dynamics.  
Based on interviews to members of the Okinawan community, this research shows that the 
differences between the Okinawans and the Japanese from Hondo or mainland Japan have 
led the Peruvians of Okinawan origin to develop a two-dimension sense of belonging:  
reassuring their Okinawan-ness and their identity within the Nikkei community, while they 
present themselves as Nikkei or people of Japanese ancestry into Peruvian society.  The 
dekasegi phenomenon has meant a transnational ground where Nikkei Peruvians of 
Okinawan ancestry could re-express their Okinawan-ness.
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パネル 19：自由論題 表象① 
空手の呼称の変遷にみる“沖縄の文化的アイデンティティ”のダイナミズムとゆらぎ 

The Dynamism and Fluctuation of“Okinawan-cultural Identity”as seen in the Changing Names of Karate 
                          早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程 
                                            嘉手苅 徹 
【報告の概要】 

１．はじめに 
 空手は、技法の中核をなす型(形)の稽古を通して継承されてきた。現在では、世界各地に普及し、それぞれの
地域に根ざした空手（道）、KARATE などとして定着している。また、様々な格闘技との交流も進んでいること
や空手の活動が流会派を基盤としていることなどから、空手の歴史理解については、流祖の言説に依拠するとこ
ろが大きいと思われる。 
 「空手の名称は〈手(ティー)〉・〈組合術〉・〈拳法〉・〈唐手(トーディー)〉・〈唐手（からて）〉・〈空手〉・〈空手道〉
等々と変遷」（『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008）してきたが、空手の起源や中国拳法の伝播、変容に関する
とらえ方は、とくに、大正期以降に論じられた船越（富名腰）義珍、伊波普猷らの言説が現在でも根強く影響し
ている。空手には、伝書の類いが見られないことや秘密裏に口伝を中心として継承されてきたこと、沖縄戦の戦
禍による資料の焼失・散逸などが空手史の実証的な研究を難しくしているともいわれている。 
２．検証の方法 

 新聞記事、教育関係資料、雑誌などを含めて比較検討し、船越義珍、伊波普猷らの言説を検証する。 
３．近代における空手の変容     
(1)前近代の空手の呼称 －見出されない琉球の徒手武術「手（ティー）」の資料－ 

(2)空手の「近代化」－糸洲安恒による「教育空手」の創出と学校教育への導入、全県下、本土及び海外への普及 

４．“沖縄の文化的アイデンティティ”のダイナミズムとゆらぎ 
(1)｢手（ティー）｣の概念による船越の「沖縄固有の武術」説                
(2)船越説を補完する伊波の論文(｢琉球に於ける武備の撤廢と拳法の發達」『歴史公論』雄山閣､1933)         
(3)｢空手座談会｣(『琉球新報』1936 年)における転換と新たな志向性           
(4)再出した｢唐手｣の表記(沖縄戦時における一部の新聞、大本営刊行冊子、1945 年） 

 ５．まと
め 
 沖縄の
近代史の
理解につ
いては、明
治政府に
よ る 同
化・皇民化
教育に対
して、時期
によって
異なるが、
沖縄の人
びとが抵
抗した側
面と積極

的に受容した側面がこれまで指摘されてきた。しかし、他方において、沖縄の人びとの回復への志向、同化への
対抗、皇民化教育を国民教育へと読みかえて利用しようとする主体性の発揮の側面もあった。沖縄の近代空手の
形成・発展過程には、この二つの側面が見られる。 
 また、沖縄の近代空手は、琉球・沖縄、中国、日本の三者の関係性の中で、自らの独自性を主張して形成され
てきたように見える。「沖縄固有の武術」は、中国拳法（中国文化）と日本本土の武道に学び、｢日本古来の武術」
「東洋古来の武術」として、「日本武道」の一角に位置づけられ、確立されていった。こうしたダイナミズムは、
元々あったというよりも徐々に形成されていったと考えることができる。 
  空手の呼称の変遷は、単線的に展開されたのではなく、琉球・沖縄と日本、中国との関係性が複雑に反映され、

明治国家の枠組みの中において、自己（沖縄）を積極的に確立するための“沖縄の文化的アイデンティティ”の

形成の問題に関わってもいた。その変遷の研究は、きわめて現代的な意義を持っているといえる。 
 

【議論の内容】 

○「唐手」から「空手」への呼称の変遷において、「中国蔑視」が影響したのではないか。 

○ハワイへでは、本国や沖縄の空手指導者が直接指導して普及したようだが、現在では、空手研究も盛んに行わ れている。

ハワイ大学へ寄贈された資料の活用や世界的に普及したことも含めて研究を進める必要がある。 

○戦後、米兵と結婚した沖縄の女性の子ども達には空手を習い始める子も多かったといわれるが理由は何か。 

パネル19
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美術から見た沖縄戦イメージの相貌 

早稲田大学文学研究科博士後期課程 

奥間 政作 

 

 近年、視覚イメージの研究領域において、沖縄に関する研究は進捗を見せてきてはいるものの、沖縄戦の

イメージに関しては、これまで大きな関心が向けられてきたとは言い難い。このような研究の陥穽を埋める

べく、本発表は戦時期から戦後のほぼ 10年（1945 年～1955 年）にわたる期間における、沖縄戦イメージの

相貌を明らかにすることを目的とした。 

前半部では、戦時期における沖縄戦の表象について考察した。沖縄の地上戦が本格的に開始されて以降、

各種新聞雑誌には沖縄の戦況を伝える記事と共に沖縄へ出撃する特攻隊のイメージが数多く掲載されるよ

うになる。このような特攻隊のイメージは戦争画にも数多く描かれており、それらの作品があたかも沖縄へ

と向かう特攻隊の様子を伝えるものとして報道されていることから、特攻隊を描いた作品が沖縄戦を暗示し

得ることを示した。また、沖縄戦期の報道の大きな特徴の一つとして、女性の戦闘参加を伝える記事があげ

られるが、その様相は藤田嗣治による戦争画の代表的作例、《サイパン島同胞臣節を全うす》にも描かれて

いた。1938年に藤田が沖縄を訪問した際に残した「沖縄へ送る賛美」という詩に示される沖縄女性のイメ

ージと画中に描かれている女性達の特徴が一致することや、南方諸地域に沖縄からの移民が多い事実が当時

より一般に認識されていたことを鑑みれば、この作品はサイパンでの戦闘と同時に沖縄戦のありようを銃後

の人びとへ示す作品として読み解き得る点を指摘した。しかし、これらの戦争画における沖縄戦の表現は、

あくまで間接的な表象の枠内に留め置かれたもので、直接的に沖縄戦と対峙して制作された作品ではない。 

そのため、後半部では、沖縄戦を体験した沖縄の美術家たちが、戦後の「アメリカ世」において、どのよ

うに沖縄戦と対峙し制作を進めていたのかという点を考察した。終戦直後より彼らは「美術技官」という肩

書を得て活動を再開し、首里に「ニシムイ」という美術村を建設するなど活発な活動を示す。そのなかで彼

らは、クリスマスカードや肖像画の制作、琉球切手のデザイン等、多岐にわたる活動を行っていたことが確

認できた。このような活動の他、彼らは 1949年の第一回沖縄美術展覧会の開催以降、制作活動も盛んに行

うようになるが、新聞記事で展覧会出品作品の記録や作品評を追う限り、沖縄戦を直接的に示すような作例

は多く見いだせなかった。 

一方で、沖縄の美術家たちが沖縄戦の記憶と対峙した例として、慰霊碑の設計や慰霊像の制作があげられ

る。初期のひめゆりの乙女の像や沖縄県立第一中学校の健児の塔に沖縄の美術家たちが関与したことが当時

の新聞資料に記されているが、展覧会にまつわる記事に比してこれらの慰霊碑と美術家たちの関係を伝える

記事は非常に少ない。このような報道のありかたや、近年発見された山田眞山の≪沖縄戦≫（1947 年制作・

未公表作品）という作品を通じて、戦後、米軍政府や沖縄諮詢会との密接な関わりの中で活動を再開した沖

縄の美術家たちが、所謂「アメリカ世」において沖縄戦を描いた作品を公に問うことを避けてきた可能性を

指摘することができた。 

議論においては、戦後の美術家の表現における自己規制についてはアメリカ側の資料を含めたさらなる調査

の必要性が指摘され、遺族の調査等を進めることにより沖縄戦を描いた作品が発見される可能性についても

示唆をいただいた。また、実際に「アメリカ世」の時代に青春時代を過ごされた諸先輩方より当時の状況を

ご教示頂けたことは大変幸甚なことであった。新聞記事のデータを用い、ややもすれば無機質になりがちな

発表に、生気ある一輪の花の如き実体験を添えていただくことによって、実りのある議論をさせて頂いたこ

とを感謝し、筆を擱く。 
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自由論題：表象① 
報告者：一橋大学 博士課程 1 年 清水友理子 
報告：「沖縄における琉球ガラスの文化的位置―職人の文化実践から―」 
 
【報告の概要】 
本報告では、沖縄で生産されるガラス製品が、沖縄の歴史の中で、生活雑器から土産品、工芸品「琉球ガラス」

へと変化していく過程を対象にして、琉球ガラスが沖縄の中で獲得した文化的位置がどのようなものかを考察し

た。 
報告ではまず、先行研究として観光研究に関する議論と、伝統や伝統工芸品の創生に関する議論を紹介し、そ

の後に沖縄観光と伝統工芸・沖縄文化の創造について論じた論文を紹介した。そして次に沖縄観光の歴史的概観

を説明し、その観光形態が 1990 年代後半からとくに多様化してきたことを述べ、そののちに沖縄の戦後から現

在における伝統工芸産業の振興についての動きと沖縄観光との接点を示した。 
沖縄の観光化により伝統的・文化的な観光商品が作り出されてくるという文脈を紹介したうえで、琉球ガラス

はどのように変化してきたのかという文化史を述べ、そののちにその文化史のなかで職人が何を思い、いつ・誰

の・どのようなニーズを汲み取りながら、戦後から現在に至るまでの琉球ガラス作ってきたのかというインタビ

ューをまとめて報告した。 
そこから、先行研究にて紹介した、「観光によって創造された文化の受容」のかたちとは違った受容、あらた

な文化の創造をもってして再受容していく沖縄の職人の方々の姿を提示した。 
 
【議論の内容】 
特に私に向けられた質問は、「琉球ガラス」の登録商標の歴史的な流れの確認と、なぜ「沖縄ガラス」でなく「琉

球ガラス」であったのか、というものであった。 
このうち登録商標についての確認は十分ではなかったので今後の課題とさせていただき、「沖縄ガラス」では

なく「琉球ガラス」と名前を変えた経緯には、沖縄でのガラスを米国に出荷しようとした際、米国側からの戦争

を想起させるネーミングへの反対があった、というエピソードを紹介させていただいた。 
私のセッションでの議論のなかに、戦後その時代を生き、米軍の捨てたコカコーラ瓶を加工して実際に使ってい

た方々がおり、当時の思い出を懐かしそうに語ってくださったことが記憶に残っている。そういった方々が自分

の少年期に使っていたガラスを、現在那覇の土産物屋で売られているガラス製品とは区別していらしたことから

も、現在の琉球ガラスの文化的位置は沖縄内で常に揺らいでいること、では「本当の」琉球ガラスとは何かを誰

も語れないところに、工芸や文化や芸術とは一体何かという、自身の根源的な問いへとつながるものを垣間見た

気がした。 
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復帰記念シンポ　最終報告

琉球古典音楽研究のハーバード学位論文　Harvard Dissertation on the Classical Music of the Ryukyus

山口栄鉄　　イエール、 沖縄県立看護大学　　

　琉球古典音楽研究史上、 欧人によるおそらく初めての学術論文 The Okinawan Classical Songs: An Analytical and Comparative 

Study （１９５２） に焦点をあてる。 戦後七年目にハーバード大学より文学博士の学位を得ている本学位論文の著者の名は　

Adrian Jan Pieters LaRue。 通常　Jan　LaRue （一九一八～二〇〇三） として知られる米軍属の若きラ ・ ルー中尉が沖縄島に

足跡を印するのは、 いまだ戦塵の収まらない一九四五年七月。 その後、 翌四六年八月まで米軍将校としての沖縄における従

軍生活の間に自ら動画撮影および録音機器を活用しつつ収集した映像、 音声資料、 それに沖縄諮詢委員会の教育担当官山

城篤男を介して知遇を得た地元沖縄の有識者、 島袋全発、 古典音楽界の重鎮、 世礼国男、 幸地亀千代らとの接触を通じて

まとめられた現地沖縄におけるフィールドワークの成果を骨子とする内容となっている。 来沖以前、米国の名門プリンストン、ハー

バードの両大学において西洋音楽理論について高度の訓練を終えていたラ ・ ルーがまず注目したのが、 それまで伝統的な西

洋音楽、 民族音楽の世界においては全く未知のままだった 「工工四」 の存在だった。 器楽 ・ 音曲の世界に五線譜以外の奏

法記録法の存する事実、すなわち沖縄特異の三線 （三絃） 奏法を記す文献の存する事実に驚くラ・ルーはすぐさま伊差川世瑞・

世礼国男共著の 「工工四」 全三巻プラス附巻一 （一九三五） を入手し、 研究を始める。 同時に自ら手に入れた屋嘉比三線

を中心に　kucho ( 胡弓、 俗にいうクーチョー小 )、 太鼓、 本土来伝の琴などの器楽に注目しつつ、 琉球古典音曲との関わり

合いにメスを加え始める。 工工四の研究と同時進行の形で進められるラ ・ ルーの古典琉歌の研究は、 帰米後もなお数年にわ

たり、 琉歌を五線譜に置き換える作業となって続けられ、 欧米の音曲専門家への紹介を目的とする学術活動が続行される。 そ

の成果の一部は早くもラ・ルー中尉が在沖中にまとめた 「沖縄土着の音楽」 となって米国の音楽専門誌 『ミュージカル・クオー

タリー』 （一九四六） に発表されることとなる。 このようにして帰米後、 ウェレズレー大学において音楽教育に従事する傍ら続け

られる琉球古典音楽研究の全成果がハーバード大学に提出されるタイプ稿全二七二ページ、 プラス三線 （三絃）、 胡弓、 音

符化工工四、 小唄都々逸等の図版十六よりなる博士論文一篇である。 　

　植物学者として知られた父親カール ・ ラルーのフィールドワークの地、 インドネシアのスマトラ生まれのラ ・ ルー博士は一九八

〇年代後半に至るまでニューヨーク大学音楽部教授、 部長などの要職にあり、 また米国の人文科学部門で最高の名誉とされ

る　American Academy of Arts and Sciences の会員でもあった。

　ラルー博士の先駆的研究は、 後年博士の研究とは独自に民族音楽研究の権威、 カリフォルニア大学のロバート ・ ガーフィア

ス教授の手によって受け継がれている。 これらの研究業績の発掘及び研究史上の位置づけは、 報告者の提唱する 「欧文日

本学 ・ 琉球学」 （ラルー学位論文の場合は、 「英文日本学 ・ 琉球学」） 理論の意義を改めて認識する契機ともなるであろう。

１.ジャン・ラルー博士

２.「沖縄土着の音楽」論掲載の音楽研究学術誌
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３.沖縄で入手した屋嘉比三線

　　（三絃）

４.音符化された「鷲の鳥」

５.「工工四」解説例
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パネル 20：Shinsaku-Kumiodori: Theatrical Intersections Okinawa/Japanese Identity Construction
             
              Panel Organizer/Chair: Shoko Yonaha (Ryukyu University)
                          Panelist: Masae Suzuki (Kyoto Sangyo University

John D. Swain (California State University, Northridge)
                                    Shoko Yonaha (Ryukyu University)
                          Discussant: Wesley Ueunten (San Francisco State University)

First of all, we didn’t have a large audience, but our presentation and discussion were very meaningful with 
the floors’ enthusiastic response. At the beginning the chair Yonaha had to apologize that John D. Swain 
couldn’t attend the symposium for his sudden family affair, but his paper was presented by Wesley Ueunten.

Our panel abstract and academic significance 
Prize-winning Okinawan author O

_

shiro Tatsuhiro has noted that Okinawan culture exists today in a triangle 
of Japanese, Ryukyuan and American influences. This panel propose to examine shinsaku-kumiodori (lit.
“new combined dances”) a performance form that Oshiro himself created, from that same three-way point of 
view.” Masae Suzuki (Japan), John D. Swain (USA), and Shoko Yonaha (Okinawa) will discuss aspects of 
Okinawan identity construction as found in shinsaku-kumiodori. Some questions that inspired the panel are: 
What does the lived experience in Okinawan Prefecture tell us about how theatre works? How it is changing
and develops in a cross/intercultural way? What are our definitions of “theatre,” and of “intercultural” theatre?
What role does the ritualistic and shamanistic play in 21st century Okinawan? 
The three analyses look at the place and function of women as they are embodied in the narrative structures of 
the plays, the implications that Oshiro’s theatrical constructions have for broader global views of 
“intercultural” or “cross-cultural” theatre, and the importance of Okianwan traditions to Okinawans 
themselves. Where does gender come into the question?  The conclusions are of interest to scholars of 
literature, anthropology, performance studies and theatre.

Professor Suzuki’s presentation:

The Representation of Women in Okinawan Theatre: From Shakespeare to Shinsaku-kumiodori

Shinsaku-kumiodori is comparable to Shinsaku-Noh in a sense that it is an attempt to introduce new themes 
to the classical repertoire and also to challenge and stretch the limits of the indigenous tradition. Noh themes 
have been based on classical literature and poetry, just like Shakespeare’s intertextual borrowings on other 
literary work. Kumiodori, also borrowed various intertextual elements since its creation, and can be regarded 
as a genre that is still evolving. Among the newly created Kumiodori, Hana no Maboroshi (“The 
Vision of a Flower”) written by Oshiro Tatsuhiro, seems to be the most suitable work to raise the question of 
gender and the succession of performing arts in Okinawa. In the play, the hero, modeled after Tamagusuku
Seiju (1868-1945), the rightful successor of the art of Kumiodori, dies during the Pacific war, as well as his 
son-in-law who was to be his heir, and the play ends with a hint that the two female characters, Tamagusuku’ 
s female disciple as well as his own daughter, would be his successors instead. Indeed, many female dancers 
thrived after the war, and some of them taught the art of Kumidori to their own disciples.After Okinawa was 
“reverted” to Japan in 1972, Kumiodori, was proclaimed as an intangible cultural property to collective 
recognition through Koten Kumiodori Hozonkai, or the Traditional Kumiodori Preservation Society. This was 
the fifth traditional performing art to be selected as such by the Japanese government, following 
Gagaku(1955), Bunraku(1955), Noh ( 1957) and Kabuki(1965). The Hozonkai, however, adopted a regulation 
that prohibits female performers in this genre, owing to the fact that Kumiodori had been all-male productions 
when they were shown at the Court. This marks a clear contrast to the rise of female Noh actors in mainland 
Japan, who, after a long struggle in the male dominated tradition, found their way to perform at the National 
Noh Theatre in Tokyo and were permitted to join the Nihon Noh Gakkai in 2004. Ironically, this coincides
with the year the National Theatre Okinawa was opened. Hana no Maboroshi itself was performed with 
actresses in female roles in the first production at the National Theatre Okinawa, but with onnnagata actors in 
the second production this year. Does this mean that the director Koki Ryoshu is still experimenting with 
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various performing styles?  The potential of Shinsaku-Kumiodori and the role of women is still an open 
question.

Dr. Swain’s presentation:
Shinsaku- Kumiodori and the “Interperformative” in Okinawa.

Modern Okinawan theatre is exemplified by what I call the “interperformative.” The interperformative is the 
live moment on stage when two or more theatrical genres and their attendant conventions come into contact. 
The concept can elucidate how changes happen on the Okinawan stage, or any stage. Examples are the 
shinsaku-kumiodori (“new-kumiodori”) of Ōshiro Tatsuhiro, and how they are adapted and directed by Kōki 
Ryōshū. Because of the historically eclectic nature of Okinawan culture, Ōshiro and Kōki try to take 
advantage of the interperformative to re-assert an Okinawan identity. Shinsaku-kumiodori is a genre that 
permits fluidity of a subject postition buffeted by Japanese, American and Okinawan cultures. That fluidity 
can be explained through the interperformative. The interperformative opens a cultural space for Okinawan 
identity to flow around, rather than be absorbed by, the Japanizing and Westernizing forces of Japanese and 
American culture.

Ōshiro and others have described the contemporary Okinawan condition as being squeezed in what I describe 
as a three-way-vise. Lived existence in Okinawa is a response to political and cultural pressures from 
mainland Japan, the U.S., and Okinawa itself. That begins to describe what I mean by “interperformative.” 
The concept of interperformative is similar to the critical interventions in literature known as the 
“interliterary” and the “intertextual.” In all forms of writing, especially prose and poetry, and including drama, 
authors borrow from, reference, and adapt various literary genres and traditions in an attempt to elicit fresh 
responses from the reader.

From the point of view of theatre theory, postcoloniality, shingeki was, and is, a genre of the Japanese 
hegemon—reinforced in Okinawa by the presence of the Euro-American hegemon. In attempting to escape 
shingeki’s influence, Ōshiro, Kōki, and others founded the Okinawa Jikken Gekijō (“Okinawan Experimental 
Theatre”). However, even the work of that group could not fully escape the Japanese hegemony because it 
was still dominated by contemporary hegemonic aesthetics and genres, especially shingeki.

Ōshiro’s solution was to once again strike out in a different direction, one that turned to a nostalgic ideal of 
Ryūkyūan culture: kumiodori. He knew that he could not simply revive that form—especially because 
interested parties on the mainland were planning to build a national theatre in Okinawa that would be an 
archive for kumiodori and other traditional Okinawan performance genres. Ōshiro wanted to draw away from 
the Japanese cultural center, so he created shinsaku-kumiodori. Two of Ōshiro’s plays; Tsukiyo no jinsei (Life 
in the Moonlight), and Umi no tenzakai (Gods Beyond the Sea) provide some examples of the 
interperformative fluidity of the genre. At the moment of performance, the theatrical conventions of speech, 
dance, and costume engage the spectator, either creating a form of cultural recognition for Okinawans, or an 
experience of exotic distance for those spectators not familiar with Okinawa. A production of the play at the 
Korinza Theatre in Okinawa City in the summer of 2009 was one of my first encounters with live Okinawan 
theatre. 

As a Western, white male American researcher steeped in the hegemonic theatre traditions of the West and 
mainland Japan, I experienced moments during the performance that were in discord with my theatrical 
expectations. Part of those expectations came from the well-appointed Western style prosceneum stage and 
auditorium seating of a type I often experiece in America and mainland Japan. However, the performed 
actions within that theatrcial space did not match my previous experiences. I had to accommodate my existing 
Western and Japanese theatrical knowledge and expectations to the language, movement, and visual spectacle 
that I experienced for the first time. The interperformative fluidity that disrupted my expectations did not 
allow me to categorize my theatrical experince into any Western or Japanese genre I recognized. I had to cross 
a fairly large cultural divide, but the Okinawan spectators around me had a much shorter gap to cross. 

If, indeed, Okinawans and Okinawan culture is caught in a three-way vise of America, Japan, and Okinawa, 
the potential for Okinawa to be crushed by that vise is clear. I think many Okinawans want to keep their side 
of the vise secure while finding ways not to be destroyed by the other two sides. One thing that can contribute 
to that position of safety is seeing embodied elements of Okinawan subjectivity that are difficult for Japan and 
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America to assimilate. Although kumiodori has been assimilated at the National Theatre Okinawa, shinsaku-
kumiodori is still fluid enough to avoid assimilation. One reason is the performances outside Okinawa for
audiences in mainland Japan and America are part of an interperformative response that is on the margins of 
the Japanese and American cultural spheres. Ōshiro’s dramas, and Kōki’s direction of those plays, are still 
distant from the hegemonic cultural centers because of directing style, language, cultural context of the venue, 
and gender. Theatre changes through the interperformative, and shinsaku-kumiodori, for the moment at least, 
still pushes the cultural expectations and adds to construction of Okinawan subjectivity. 

Critic Yonaha’s presentation:

O
_

shiro Tatsuhiro’s Shinsaku- kumiodori: Revitalization of Okinawan performing arts
On 16th September 2010, Kumiodori was selected for the representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity by UNESCO. Following Noh, kabuki, and Bunraku, Kumiodori has been one of the 
Important Cultural Properties of Japan since 1972, when Okinawa reverted to Japan after a 27-year occupation 
by the USA. Within 38 years Kumiodori gained status as an international cultural asset.

It is a great pride for Okianwans that Kumiodori stands as an Okinawan cultural ethos of their ethnicity and 
identity. That symbol is because Kumiodori was first presented in front of diplomats from China’s Shin 
dynasty in 1719 when Ryukyu was still a kingdom. As Ryukyu’s national theatre, Kumiodori served as an 
important Ryukyuan cultural representation until the day the kingdom was annexed to Japan in 1879. 
However, under the centralized Japanese government, Ryukyu was forced to change her stance toward being a 
part of Japan, eventually assimilation (Japanization) became a necessary measure in all things in Okinawa. In 
this geo-political procedure, kumiodori still functioned as an important ethnic theatre and repository of 
cultural memory and identity.

By the time the new National theatre Okinawa opened in 2004, Oshiro Tatsuhiro, the Okinawan born 
prominent Akutagawa-award winning writer and playwright created five shinsaku-kumiodori, one of which
Madamamichi (“The Rainbow over Madama Bridge”), was presented for the National Theatre Okinawa
opening. Appreciated by many guests and Okinawans,

Oshiro further continued creating shinsaku-kumiodori.  He has completed twenty of them so far, and ten of 
them have been performed in Okinawa. One of his works like Umi no Tenzakai（“The God Beyond the Sea”)
was performed in Nagoya and LA. It was highly valued by the LA audience and Oshiro’s energetic creativity
and innovation have brought revitalization to the present Okinawan community and cultural sphere. Yonaha 
discussed some characteristics of Oshiro’s shinsaku-kumiodori and the impact the performance of his works 
have on the Okinawan community.  She also focused on women’s identity in Oshiro’s new Kumiodori as a 
key theme as well. For instance, Juri (an Okinawan courtesan) appears as a successor of Ryukyu dances in 
Hana no Maboroshi (“The Vision of a Flower”).

Oshiro’s new kumuodori, their themes and subjects are varied and quite modern settings, however, Osihro 
followed the basic style of the classic while synthesized Okinawa shibai (plays) and contemporary plays 
together in the combined form of musical theatre. Ryukyu classic languages, Okinawan languages, and 
Japanese are mixed. Oshiro revived new poetic languages following Okinawan ethnic rhythm 8,8,8,6 syllables 
and Classic music. A professor Katsunori Yamazato who translated The God Beyond the Sea for LA 
production says “ it may not be an exaggeration to say that Tatsuhiro Oshiro single-handedly revived the 
genre that originated in the 18th century. He brings into Kumiodori the modern history and culture of Okinawa
and has succeeded in producing contemporary Kumiudui, which has since given an impact on Okianwan 
theatre.”(LA production brochure) Certainly, it is not exaggeration that his new pieces strike the audience as 
the advent of a new era of theatre in Okinawa. Likewise, the director Koki’s theatricality is toward a total 
theatre that its poetic drama is a synthesis of the whole Okianwan theatrical genre, and it could be 
interperformtive as John emphasizes. After Oshiro, Michihiko Kakazu and Yoshihiro Takaesu have also 
created new Kumiodori. Okinawan performing arts are reviving. It could be a new Okinawan Renaissance in 
the 21st century.

Professor Wesley Ueunten’s comment.
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I think that the panel was very significant in that it brought up interacting issues of gender, "authenticity," 
and agency. Although there are probably many gaps in my understanding of John's paper, his concept of 
"interperformativity" has inspired me more to think of interactions between seemingly disparate things.

I was stuck by Shoko Yonaha, Masae Suzuki and John Swain's work in showing how traditional or 
traditional-based performing arts forms have been able to survive by innovating while being loyal to the 
past. From my perspective, it is very exciting to see how their research shows the agency of playwrights, 
actors, directors, and I think, even scholars themselves, in the process of rearticulating these traditional forms 
to insure that they remain relevant in the present. In other words, the "production" of these performances 
seems to necessarily involve the perhaps more crucial behind-the-scenes "reproduction" of the traditions in 
which these performances are located in. The "reproduction" of these traditions in the present necessarily 
requires the danger work of negotiating with and challenging notions of "authenticity." It is dangerous work 
because "authenticity" is political in nature. For example, modern representations of Okinawa's past, such as 
with Mr. Hirata's production of musical plays that depict the glorious Ryukyuan past are influenced by 
modern conceptions of nation-state and nationalism, which are the very things that have historically 
marginalized Okinawans. Further, the emphasis on the "Ryukyuan king" and male enterprises of warring and 
trading, romanticizes the past among patriarchal lines while ignoring the crucial role of women in our 
Okinawan past. In other words, we risk glorifying -- and potentially working to replicate -- the things that 
have been problematic in our existence while marginalizing things that do not fit hegemonic 
conceptualizations of "Okinawans." However, what is exciting about the three panelists' works is that they 
look at the agency of people to critically reproduce the past in the present. What is intriguing is that a crucial, 
but obscured, part of the process of reproducing tradition is gender dynamics. For example, as pointed out by 
each of the scholars, there have been important women's influence and presence in Noh, Kumiudui, Shinsaku 
kumiudui, and other performance arts which have challenged male authority and notions of "authenticity." In 
doing so, they have the potential to contribute to a more informed, useful, and relevant "Japanese" and 
"Okinawan" identity. I cannot overemphasize the importance of the ongoing efforts the reproduction of 
tradition from the perspective of a member of the large population of overseas Okinawans and an even larger 
population of "Nikkeijin" of which many are struggling with the issue of defining ourselves. Ironically, our 
search for an identity becomes increasingly important as our connections to our past become more tenuous as 
time passes.

Conclusion
Wesley’s description of Kumiodori is Kumiudui, and it is significant that official expression is Kumiodri,

but actually it is said Kumiudui among those who engage in Okinawan classic music and Kumiudui. As John 
emphasizes the subjectivity of Okinawans, Okinawans should value their Ryukyu/Okinawa languages and 
their multi-cultural/cross cultural performance.

One thing became clear is because of Oshiro’s 10 new kumiudui production, the style of Classic kumiudui
is now severely reexamined in every aspect.
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パネル 21：Trauma and Violence in Contemporary Fiction from Okinawa

“The Prominence of the Basetown in Contemporary Literature”  

Davinder Bhowmik （University of Washington)

This paper discussed how while the basetown has been a stock feature of postwar 

fiction, as seen in Higashi Mineo’s Child of Okinawa and Matayoshi Eiki’s The Wild 

Boar George Gunned Down, for example, the military base itself has been less prominent 

until late.  In 2008 Ikezawa Natsuki published a historical novel titled Kadena, in which 

the Pacific’s largest air force base looms large, and in 2011 Ōshiro Tatsuhiro published 

Futenma yo, a series of stories set in the congested basetown that surrounds Futenma 

Marine Corps Air Station, slated since 1996 for relocation to Okinawa’s pristine north.

While Ōshiro states that he set his stories in Futenma to develop his characters’ 

identities rather than to develop a political theme, it is difficult to disentangle politics and 

culture when the reader encounters characters such as one whose efforts to learn 

Ryukyuan dance are thwarted by noise pollution stemming from the incessant drone of 

military aircraft above her home. Futenma yo shows how Ôshiro makes audible the 

irrepressible violence contained in military structures so often described by critics as 

naturalized or invisible, underscores the difference is between nature and the military 

base, and questions the transmission of culture in a military colony. 

“Spatially Proximate Postmemory: Space, Place, and Trauma in Medoruma Shun’s 

fiction” (Kyle Ikeda, University of Vermont)

Contemporary Okinawan writer Medoruma Shun has received critical acclaim for 

his war fiction, but his experience as the child of two survivors of the Battle of Okinawa 

has been largely overlooked.  His understanding of his parents’ and grandmother’s war 
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experience suggests Marianne Hirsch’s notion of postmemory, the kind of knowledge 

second-generation Holocaust survivors have of their parents’ Holocaust experience.  

Accordingly his fiction exhibits many of the characteristics of second-generation 

Holocaust literature.  Medoruma’s knowledge, however, differs in regards to familiarity 

with trauma sites.  Whereas Holocaust survivors have largely been displaced from their 

former homes in Europe, Okinawan survivors of the Battle of Okinawa have, for the most 

part, continued to reside in the places of, or in close proximity to, sites of war-related 

atrocities and death.    Accordingly, Medoruma’s direct experience of war sites has given 

him a greater level of concrete detail from which to imaginatively recreate the battle, 

resulting in his frequent use of vicarious imagination and narration, a narrative stance 

typically avoided in second-generation Holocaust writing.  Medoruma’s fiction also 

depicts the multi-sensory engagement with war sites, portraying the contexts within 

which Okinawan transgenerational war memory emerges.  Okinawan transgenerational 

war memory, and by extension postmemory in general, needs to be considered in terms of 

spatial understanding and can take the form of vicarious imaginings, especially when it is 

spatially proximate. 

“Confronting the Ghosts of the Past: Memory and Rupture in Sakiyama Tami’s Kuja 

Stories” (Victoria Young, Univerity of Leeds)

This paper considered the Kuja Stories, a series of seven short tales by Sakiyama Tami 

that were published in the literary journal, Subaru, intermittently between January 2006 

and March 2008. Set in Kuja, a dystopian base town loosely reminiscent of the Koza 

ward of Okinawa City now overrun by unappeased ghosts, these fictional works 

showcase Sakiyama’s concerns with language, memory, and responsibility. Characterised 
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by points of rupture, heterogeneous languages and polyvocal narratives, the Kuja Stories

stake a claim for the need to remember the ghosts of the past, and warn against the perils 

of closing one’s ears. 

While Kuja’s narratives seldom address directly Okinawan experiences of war, 

occupation, and tourist exploitation, their characters and landscapes are indelibly scarred 

by legacies of violence, trauma and abandonment. However, if these acts of violence are 

only referenced implicitly, in Sakiyama’s strategy to disrupt her texts with hybrid tongues 

and wordless enunciations that defy written representation, we can identify a more direct 

power and violence, against a homogenised national language (and, regional dialect) and 

a standardised historical narrative that seeks to silence the voices on its periphery. The 

force of this linguistic experimentation churns up the forgotten backdrop to Kuja - a

continued foreign military presence, compulsory mass suicides – and asks if and how 

these memories might responsibly be passed on, for example in school history textbooks. 

Thus, the Kuja Stories pose pertinent questions to the postwar generation who, like 

Sakiyama, did not directly experience Okinawa’s wartime past, about how to confront the 

ghosts of their past and listen attentively to voices on the brink of erasure. Focusing on 

the first and last stories in the sequence, Kotoumu duchuimuni (“A One-Woman Show in 

an Is(olate)land Dream”), and, Kuja kisoukyoku hensou (“Variations on a Kuja Fantasia”), 

I considered the male protagonist, a freelance photographer from the Japanese mainland, 

whose journey into the world of Kuja forces him to put down his camera, an act that

enables him to lend his ears to, and translate the silenced and suppressed stories that he 

encounters. 
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Recalling Walter Benjamin’s theses on history and translation, I suggest that the Kuja 

Stories do not assume to tell the past “how it really was,” nor do they admit that such a 

task is possible. I therefore propose reading translation in the Kuja Stories in light of 

Benjamin’s work. For the task of the translator as a critical historiographer, as Lisa 

Yoneyama has written, is to transfer the memories of the past to future generations, even 

when she has no direct experience of the event herself: a concern echoed throughout Kuja.

As in Benjamin’s work, translational acts in the Kuja Stories do not assume that the 

translated text will easily reach a universal audience. Accordingly, Sakiyama does not 

reconcile the many narratives and languages of Kuja, nor the aporias inherent in their 

characters’ conflicting memories of the past. But through the voices that haunt their 

narratives, these texts suggest a need to allow the ghosts to intervene, even if the 

messages they bring have the power to disrupt and disturb. 

Discussion of basetown literature included Ôshiro’s assuming a young female persona, 

the reason for the prominence of the basetown, and whether the basetown is a theme in

Japanese literature.  Discussion of Medoruma Shun included the absence of the father in 

his writing and the presence of the grandmother, the risk of analysis based on biological 

determinism, and the comment that not all Holocaust survivors necessarily left Europe.  

Discussion of Sakiyama Tami’s writing included the conflict between speech and gaze, 

the insistence on black and white photography, and the camera as shield. Issues that 

pertained to all three papers included the eruption of the past in the present, the link 

between trauma in Okinawa and trauma elsewhere in Japan, and the connection between 

place and memory.
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パネル 22：自由論題：基地② 
 

米軍基地をめぐる沖縄県の対外活動の独自性 
―沖縄県と他県の活動の比較と短期・中期・長期の複合モデルによる理解― 

Unique Characteristics of External Activities of the Okinawa Prefectural Government towards the US Government 
 on the Issue of Reduction and Realignment of US Military Bases in Okinawa 

東洋英和女学院大学 名嘉憲夫 
I.沖縄の米軍基地問題に関する研究 
 これまでの沖縄の米軍基地問題に関する研究は、①基地建設の歴史や住民の抵抗を記述したもの、②基地をめぐる

政治的過程を国際関係から論じたもの、③基地から発生する事故や事件、環境問題の事実やそれらへの法的・政治的

対応や政策を分析したもの、の３つがあるが、米軍基地から発生する問題に対処する県・国・米軍の“定期的な協議

活動”と“訪米要請活動”についてはほとんど研究が無く、ましてや、沖縄県の対外活動を他府県の活動と比較した

研究は、これまでのところみられない。 
  
II.本研究の目的と研究方法 
本研究の目的は、①米軍基地から発生する問題に対処する県・国（防衛施設庁）・米軍の“定期的な協議活動”の有

無とその内容、米軍基地の整理・縮小・返還を直接、米政府関係者に訴える“訪米要請活動”の有無とその内容につ

いて実態調査を行い、沖縄県と他都道県の活動に違いがあるかどうかを見ること、②そして、その結果を、短期的・

中長期的な観点から理解すること、の二つである。研究方法としては、まず、１）2001 年と 2011 年に、米軍基地の

ある 13（14）都道県の管轄部署へ電話インタビューを行って分析し、次に、2）そうした実態の背景を理解するため

に、ポスト産業社会論に依拠した長期的な「社会発展の理念型モデル」（メタ・モデル）と、中期的な「複合相互依存

モデル」、短期的な「政治再編モデル」を重層的に組み合わせたフレームを構成して、分析結果を見てみた。 
 
III.分析結果の示す沖縄県の対外活動の実態 
1）2001 年と 2011 年のいずれにおいても、県、国、米軍の間で定期的な協議の場を設定し、さらにこれまで 14 回に

わたる独自の対米要請活動を行っているのは、沖縄県のみであった。また、米軍基地から発生する問題をめぐる県・

国・米軍の“協議”は、他県の場合は、防犯・防災を主とした「連絡調整・意見交換」にとどまっているのに対

し、沖縄県の場合は、国と米軍に“対等な関係のスタンス”を保ちつつ、さまざまな実質的問題の討議と解決に

まで踏み込んでいることも分かった。 
２）米軍基地問題を抱える 13（14）の都道県の活動に関して、中期的な「複合相互依存モデル」と短期的な「政

治再編モデル」を参照すると、わずかではあるが、国際的な“複合相互依存的状況”や国内的な“政治再編状況”が、

2001 年から 2011 年にかけて進行している様子が見て取れた。さらに、ポスト産業社会論に依拠した長期的な「社会

発展の理念型モデル」参照することによって、今後の沖縄県の政策の方向性に対しての洞察を得ることもできた。 
 
IV.研究の意義 
本研究では、電話インタビューによる実態調査によって、沖縄県の米軍基地をめぐる２種類の対外活動が、他

県のそれらと比べて“独自な特徴”があることが示された。これまでの沖縄研究においては、①過去の事象を史

料を通して解釈する「歴史学的方法」や、②現在の社会現象について、さまざまな事実データの収集と分析を行

う「（狭義の）社会科学的方法」が一般的であった。本研究では、社会発展の理念型を用いて、現在の事象を未来

における可能な事象と比較しながら考察する「理念型的方法」もさらに加えて検討した。   
沖縄県の現在進行形の“独自な対外活動”を、琉球・沖縄の長い歴史の上に位置づけ、近代の産業資本主義的

国民国家の理念型とポスト近代の“分権的多層多元的統治”の理念型を用いて比較解釈することは、外交権およ

び外交活動をめぐる沖縄近代史の再解釈に加え、今後の沖縄県の活動のあり方を考えるうえで参考になるであろ

う。 
 
V.発表当日の質問と議論 
 当日の会場からは、①2011 年 2 月の自治体首長らによる訪米要請活動の効果、②大田知事の訪米要請活動の

評価、③現在の沖縄のさまざまな問題に関して何が必要か、の３つの質問が出された。それに対して、報告者か

ら、訪米要請活動の短期的効果についての判断は難しいこと、大田知事の訪米要請活動は米軍基地の一部返還や

縮小に結びついたと思われること、基地問題はおそらく長期的にしか解決できないが、今以上に教育活動や経済

活動を活発化することによって、沖縄県民の米国政府や日本政府にたいする「交渉力」を高めることが可能であ

ること、などが話された。 
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「沖縄県における観光産業のヘゲモニー、その意味と発展」、マイク・ペレズ 

日本政府や国連においては主に領土的、社会・経済的または思想的の面では観光産業発展が役に立つとよく論じ

じゃれていった。この発表は沖縄県における観光産業の体系的な分析を通してその３点の正当性を確かめようと

いうものである。 
まず、復帰から沖縄県における観光地化のプロセスといえば、７０年代後半での１１箇所の新空港の供用開始、

９０年代から運輸省の運賃や路線開設などについての航空政策で自由化等により、沖縄への観光客数は５年ごと

に１００万人増える状況になり沖縄ブームが進んでいくこと指摘する。では、アピールを分析してみると航空、

旅行またはメディア等の私企業会社から「亜熱帯・島嶼性」というイメージに基づかれ、その私企業会社のプロ

モーションキャンペーンは観光産業成長のエンジンとされた。宿泊施設については海洋博覧会の直後での危機後

は中・大規模ホテルは開業数が次々増え、沖縄本島以内の都市部や米軍基地の周辺に集中されたが僻地市町村（特

に慶良間列島、沖縄本島の北部、または先島諸島等）は民宿軒数の伸びなどに伴ってどこよりも観光化されたの

である。 
次に今まで観光産業の影響といえば、各範囲での分析が必要になる。沖縄県内範囲から、第二次産業の振興策の

失敗に伴って観光産業は７０年代後半から収入が米軍基地関連収入を超え、米軍基地に対する一つの代替産業と

された。しかしながら観光産業は県の主な収入源なのに、沖縄県は経済が国の財政移転に依存し、もっとも観光

化された市町村は９０年代前半から２０００年代後半までは最低の経済成長率をみせて一人当たりの公債額も

最高になったということである。もっと詳しく言えば経済の面ではその観光化された市町村は米軍基地のある市

町村と著しいコントラストをみせている。沖縄県の雇用構造についても県内失業率は入域観光客の増加率に対し

て反比例的に変動するので、沖縄においては観光産業が労働市場を支配しているといえるだろう。 
観点を広げれば沖縄観光産業は国内観光客に依存しているものつつ、沖縄県を目的地とする日本人観光客の増加

率は海外旅行をする観光客の増加率と反比例して沖縄県の観光産業景気に関して国際状況は最重要な要因だと

いうことである。すなわち自然条件の類似した海外観光地との競合によってのみ沖縄観光産業は活発化するとい

えるだろう。国際要因に関わるなら、元々米軍に住む人々の観光消費需要に応じて、沖縄県を日本のハワイにす

るつもりもあり、すなわち沖縄県観光産業にとってはアメリカ・アングロサクソンのモデルの模倣が強くなった。

今や欧米のモデルだけではなく、沖縄の観光産業は近年非常に成長しているアジア・太平洋地域の市場を取り込

み始めて入域外国人観光客は増えたり多様したりしていくのである。 
結論としてはさっき定義した観光産業発展に関する議論の３点は沖縄県にはどういう風に現れるのか。領土の面

では沖縄は「特殊性」をもつ自然・文化の資源の開発に基づく観光化の例ですが観光産業の様式はアングロサク

ソンモデルに従って規格化されたのである。後は社会・経済的の面では一般に雇用創出を生み活動的な産業セク

ターだと思われている観光産業は４０年経っても沖縄県の不景気を改善できなかったし、観光化の進んだ僻地市

町村は米軍基地の存在する市町村と比べても非常に悪い状態になり、日本政府による観光振興費はいまだ多額で

ある。すなわち沖縄県の観光産業を経済振興の面から語ることは今まであまり意味がないだろう。最後に観光産

業の育成は人的交流を発展しうる平和的な手段であるといわれているのに、日本政府は中国との関係の緊張激化

により観光化の進んだ八重山諸島の軍備強化を始めて沖縄県は穏やかな土地であるとはいえない。 
ここのように、沖縄において観光は経済構造だけではなく社会構造も支配しており、それは一つの観光産業によ

る覇権の例といえるかもしれない。 
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パネル 23：自由論題：人類 
杣山から米軍基地への変遷と村落共同体の主体性 

－沖縄金武町から見るミクロ・マクロヒストリー 

報告者 ： 陳泌秀（韓国ソウル大学日本研究所） 

① 報国の概要 

本発表は、たゆまなく続いてきた外部権力の侵略の中で沖縄の人々が自立性•自律性を保つ根幹を問うものである。

日本の少数民族、あるいは一つの地域として沖縄が持つ自律性を問う次元もあるが、私はウチナンチュの自律性を支

える底辺の力として村落共同体、いわゆるシマの主体性について分析を行う。沖縄にはシマ社会という言葉があるよ

うに、村落共同体の結束力が依然として強いと言われているし、私も長年の現地調査を通じて十分確認することがで

きた。 

 シマ共同体の結束力は従来沖縄民俗学では御嶽信仰と村落祭祀のような宗教的側面から説明されてきた。信仰が村

落の社会組織と共同体意識の持続性が高めるというような説明の図式があった。私は経済的資源から現代沖縄村落共

同体の社会組織と共同体意識の持続性が説明されるべきたと考えている。その経済的資源というのは村落共有地であ

り、現在もそれは完全に解体されていない。 広大な米軍基地を抱えている沖縄金武町には、琉球王国時代の杣山から

入会慣習を形成してきた広大な村落共有地がある。こうした村落共有地の利用方式は琉球王国、日本帝国、米軍政、

復帰後日米の超国家権力の支配の仕方を表すものである。いわゆる世替わりにつれて、金武町の４つ（戦後は５つ）

の村落共同体はその共有地を自律的に利用したこともあり、奪われたこともある。４つのシマはこうした村落共有地

を持つことによって、あるいは持つために、村落の社会組織を整えて共同体意識を高めてきた。特に、復帰後は巨額

の軍用地料が入ることになり、地域活性化につながっている。 

 本発表は沖縄金武町の村落共有地の変遷過程を追跡することで、そこに刻まれている超国家的マクロヒストリーと

地域的ミクロヒストリーを振り返ってみる作業である。近世杣山の成立過程と金武町における入会慣習の内容、１９

０３年土地整理法の施行と杣山の払い下げ、１９１０－３０年代日本帝国の村落共有地の解体政策と村有地への統一

事業、１９５０年代金武町住民による米軍基地の誘致と建設、１９７０年代復帰後軍用地料の上昇と＜部落民会＞の

形成などが主な報告内容である。 

 共有地のような経済的資源によって支えられる地域の主体性は現在沖縄各地の地域組織の持続性、特徴、結束力を

理解するのに重要な端緒になると考えられる。逆に、強烈な地域アイデンティティを背景に、近来沖縄各地では、地

域の経済資源、経済利益、経済発展を求める地域の主体性も顕著に現れている。こうした地域の主体性はウチナンチ

ュの少数民族アイデンティティ、あるいは「沖縄」という地域アイデンティティに亀裂を起こすものであろうか。最

近八重山地域で尖閣紛争や中学校教科書採択問題で現れているように、「沖縄」への帰属意識抜きに日本国家に対する

愛国心を前面に立てる地域住民が増えていくだろうか。 

 こういう問題が普天間基地返還問題以外にもこれから「沖縄」が直面していく課題であろう。今までの歴史の中で

沖縄各地の人々がヤマトの支配やアメリカの軍事権力に犠牲になるとき、琉球や「沖縄」の地域権力はどのくらい住

民たちを守ってくれたのか。「沖縄」の人々が長年にわたって運命共同体として思っていたのは村落共同体や生活世界

を共有する規模の小さい地域共同体であった。こうした小さい運命共同体が集まってこそ、「沖縄」の地域性、主体性、

アイデンティティが成り立つであろう。 

② 議論の内容 

 ２００２年金武区軍用地料裁判に関する質問があった。 陳泌秀、「金武区軍用地料裁判から読み取る村落文化

の伝統と変化」、『沖縄民俗研究』、第 25 号、2007、1－29 頁；『沖縄文化論：米軍基地と村落共同体』、民俗園、

2011（韓国語）を参照していただきたい。また、現在沖縄の地域共同体が米軍に対してどのような主体性を発揮

し、杣山を管理しているかという質問と、海外移民者にとって村落共同体（シマ）はどのような意味があるかという質問があ

った。 

以 上 
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「生活の自治と自然資源  沖縄県国頭村安田集落の協同店を事例として」 

北海道大学院文学研究科 博士後期課程 髙﨑優子 

 

報告の概要：亜熱帯の島嶼的な生態系が織りなす豊かな自然に恵まれた沖縄列島では、人びとはその自然を

様々に資源化しながら自らの生活世界を築き上げて来た。本報告で事例とする安田集落が位置する国頭村は、村

土の８割を亜熱帯海洋性気候の多雨に育まれた山々が占めている。その自然条件に起因する地理的隔絶性と近現

代における激しい社会変動はやんばるの人々の創意を触発し、共同店（協同店）という多機能住民組織が発達し

た。共同店（協同店）とは、明治後期から現在までの近現代沖縄において展開する集落単位の住民組織のことで

ある。現在では店舗数も減少し、異なる面も多いが、歴史的経緯に鑑みるとその基本的特徴は１）集落住民全員

による共同出資、共同運営で営まれる「自分たちの店」であること、２）出資者の権利であり、また合理的な信

頼経済であるエンバイと呼ばれる掛け買いの制度を採用していたこと、３）剰余金が出資者への配当金だけでな

く、様々な事業の実施を通して集落全体に還元されていた、すなわち富の再分配機能を持っていたこと、にある

と言えよう。 
これまでも共同店（協同店）は主に村落共同体や助け合いの象徴といった観点から注目されてきたが、本報告

で事例として取り上げた安田集落では、山稼ぎと呼ばれた生業と協同店とが対で語られることが多く、本報告で

はそうした人びとの語りに注目した分析を行った。たとえば安田では、成立期において村内の政争を因とする共

同店（当時）の分裂を経験しているが、再統合の契機となったのは人びとにとっての共通概念である「生きるた

めの山」の存在であった。また、協同店が林産物の集荷・出荷を一手に引き受けるなどといった、山稼ぎを巧み

に取り入れた協同店の運営の仕組みは、山からの財を協同店に集中させ、その剰余金によって発電所の運営、バ

スの運行、信用事業、奨学金貸与、字費の支出など、集落全体の福利向上の為の事業をおこすことを可能にした。

それは開発の立ち後れた地域に住む人びとの生活を力強く支え、また、恒常的に人びとが関わり合う場所を提供

してきた。山稼ぎという生業は山の経済的価値を引き出す営みであるが、このような仕組みを創発することによ

って、人びとは山の持つ価値を社会的価値へと転換させたということが出来よう。琉球弧に生きる人びとにとっ

ての自然資源とは、このように生活の自治や人びとの間のつながりを創出する、生活の全体に深いかかわりをも

った存在であり、このかかわりを現在の生物多様性の重視や観光資源としての活用といった新たな価値とかかわ

りにどれほど投影させていけるのかが今後の我々の課題と言える。 

議論の内容：漁業などの他の生業や現在の山の状態などについての質疑があった。また、同じ杣山という出自

を持っていても、集落全体への利益還元に結びつかない事例もあることが指摘され、共有資源の在り方について

も議論がなされた。 
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「門中の位牌継承と女性―大宗家の現実―」    武井基晃（筑波大学人文社会系 助教） 
 

①報告の概要 

 本発表では、正式な祭祀・継承が強く要求されがちな士族系門中の大宗家を女性が受け継いだ事例から、

大宗家の祭祀を維持することと女性が宗家を継ぐことの現実を見た。「成年男子を根こそぎにされた戦後状

況は(略)戦前の男尊女卑の価値観を解消するどころか、かえって父権を高め神話化する作用」をもたらした

〔国仲 2004〕。しかも戦後の民俗学や文化人類学、社会人類学の関心は「門中から門中化・門中形成への関

心の移行」〔笠原 1989〕、つまり農村への門中イデオロギーの拡散と定着の動態に向けられていた。 

 女性による継承をめぐる沖縄県内での議論は 1980 年のいわゆるトートーメー論争まで待たなければなら

なかった〔琉球新報社 1980〕。しかし、その当時の議論は「(娘が)なぜ継げないのか？」という権利への問

いが前面に出されたのみで、「なぜ継がなくてはならないのか？」という(男性側の)義務を疑問視する問い

にももっと耳を傾けるべきだった。そうすれば、男性の継承者たちも巻き込んで、位牌継承についてより本

質的な議論が続いただろう。 

 そこで本発表では、上述の 2つの問いについて、祭祀の継続という観点もふまえ、士族系門中の大宗家の

事例から考察した。Ａ門中では、婚出した大宗家の娘が戦後間もなく新民法を主張し大宗家の位牌と土地を

継承した。現在ではその孫息子（＝父系をたどれば他門中の成員）が祖母の実家を継承し、祖先祭祀の継続

を望むＡ門中の有志と協力して祭祀を続けている。一方、男子がおらず養子たちも継承を拒んだＢ門中〔武

井 2012〕では、婚出者だが日々の祭祀を引き受けた先代の孫娘一家による位牌の祭祀が受容されつつある。 

 女性による継承は、Ａでは現代まで続く問題の原因、Ｂでは現状における問題の解決策と見なされている。

こうした現実から、祭祀の状況や継承者など諸事情について包括的な理解と考察が必要であると提起したい。 

 

②議論の内容 

 1957 年の新民法施行を起点とした本発表に対し、会場から、明治民法によって沖縄にもたらされた男系

相続が新民法で改めて揺さぶられたこと、新民法施行前にも遺族年金や軍用地払い下げなど女性相続者の法

的権利が議論されたことなど、法制度面への目配せの不足が指摘された。また、位牌の継承と土地の相続と

が混在している事例をさらに検証することが今後の課題である。 

 Ａ門中の事例について、大宗家の土地が兄弟たちに分割相続されずに現在まで一括相続されている理由を

問われた。それに関しては、女性の相続（継承）者をはさんだとはいえ、それ以降の相続・継承でも大宗家

の土地が分割されなかった点にこそ、その土地は「門中の大宗家の土地」であり、単なる土地の相続ではな

く大宗家の継承であるという認識が現継承者まで維持されてきたことが現れていると答えておきたい。 

 

・引用文献 

笠原政治 1989「沖縄離島社会の門中再考」『日本民俗学』178 

国仲銘子 2004「沖縄の位牌継承と女性問題―父系血縁イデオロギーの歴史的形成過程を通して―」『沖縄文化研

究』30 

武井基晃 2012「祭祀を続けるために―沖縄の祖先祭祀における代行者と禁忌の容認」『現代民俗学研究』4 

琉球新報社編 1980『トートーメー考 女が継いでなぜ悪い』 

   ＊付記：本発表は、科研費（課題番号:23720419）の助成を受けた調査の成果の一部である。 
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パネル 24： 

人の記憶・土地の記憶 
―生活の場を見つめて― 

 
【①報告の概要】 

私たちの報告は一見すると時代も研究方法も関連するようには見えないかもしれない。

しかし、私たちの研究の根底にあるのは、「この土地に生きる人々はどのようにして生きて

きたのか」という素朴な疑問と、「生活の場」にこだわるという視点である。 
では、私たち４人の報告の概要を以下に提示したい。 

 
報告①「古地図に見る首里士族の住居移動―移った者・残った者－」 

喜納大作（那覇市歴史博物館・地域研究グループシマミグイ） 

本研究では、近世期の琉球王国において、①町方にはどのような人々が居住していたの

か、②町方に住む人々が住居を移すことがあったのか、③住居の移動にはどのような背景

があったのか、という点を明らかにする。今回は近世の「首里古地図」と、近代の「戦前

の山川町民俗地図」の比較検討や、傍証資料を用い、首里山川村を中心に研究する。その

結果、①山川村には上級士族から百姓まで居住しており、②近世から近代にかけて多くの

住居が、首里内外へ移動している事実を確認し、③住居移動には、内的要因と外的要因が

あることが確認できた。さらに、これらの事例から、近世の首里では宅地不足に陥ってお

り、『球陽』からは、それを解消しようとする王府の動きを見ることができた。このような

研究を、居住というテーマだけに留まらず、幅広く研究し蓄積することによって、士族が

生きた町方がどのような空間だったのか知ることができると考える。 
 
報告②「家譜資料にみる近世琉球における士の婚姻・出産・離別－女性に焦点をあてて－」 

山城彰子（うるま市図書館市史編さん室・地域研究グループシマミグイ） 

 琉球・沖縄の女性の特徴として霊的優位性をあげている研究が多く、その認識に留まる

がゆえに琉球・沖縄の女性の多様な状況についての研究が不十分であると考える。私の研

究は「士族社会」に「置かれる」女性のライフコースを描き出すために、家譜資料をもと

に婚姻・出産・離別について統計的データを元に述べていくことが第一の目的である。そ

の結果、家譜に表れる「婚入した女性」の語彙、そして家譜が示すそれぞれの位相につい

て明らかにすることができた。しかし、重要なことは「位相」が「ある」わけではなく、「近

世琉球社会」、「士族社会」、「家」という社会によって、「位相」は「作られている」という

点であると考える。その「作られた」位相に立たされ、記録される女性たち。特に、家譜

資料は、「家」を継承していることを証明する史料であるために、「家」を継承する子ども

を「出産」する性としての女性性を描く史料であることが改めて理解できた。 
 

報告③「『赤の村』から『県一の翼賛村』へ―戦時総動員体制の形成過程」 

赤嶺玲子（沖縄県平和祈念資料館・地域研究グループシマミグイ） 

 戦時を生きる人々を通して沖縄戦、更に「第二の戦前」＝現在を捉え返す事が私の研究

テーマである。沖縄県北部に位置する大宜味村を研究対象地域とし、村で起こった２つの

パネル24
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運動（大宜味村政革新運動、農山漁村経済更正運動）を通して村の戦時動員体制の形成過

程を明らかにすることを課題とした。大宜味村では1931年に大宜味村政革新運動という「青

年運動」が勃発する。この運動によって大宜味村は「赤の村」（＝共産主義者の村）として

レッテルをはられるが、1930 年代の後半には一転して「県一の翼賛村」として新聞紙上等

で称揚される。このように、大宜味村がたどった「赤の村」から「県一の翼賛村」への転

換過程を、村の青年層に焦点をあてて検討した。村に生きる人々が戦時から沖縄戦を生き

る過程で抱えた矛盾や葛藤を大切にした。 
 

報告④「基地に消えたムラの記憶―地名と空中写真による景観復元」 

金城良三（宜野湾市教育委員会市史編集係・地域研究グループシマミグイ） 

沖縄では、沖縄戦・基地化・都市化で土地やコミュニティーを失ったムラが存在する。

戦後 70 年近くが経過し、その地域の記憶を持つ人々も減り、往時のムラの記憶が失われつ

つある。それらの地域の歴史を記録するため、戦時中に米軍が撮影した空中写真を用いて、

地名を通した戦前の生活誌を調査している。空中写真を利用することで、聴き取り調査の

精度が向上し、さらに既存の集落地図から洩れた家屋を空中写真から発見するなどの効果

が得られた。また、地名は“土地の記憶”であり、生活の知識が内包されている。その地

名を収集し、空中写真に視覚的に記録することで、ムラの景観や暮らしの情報を空間的に

表現した。本研究は、消えつつあるムラの記憶を記録し、その土地に人が“生きた証”を

継承することを目的とする。 
 宜野湾市教育委員会では、2006～2011 年度にかけて、戦前の地名や暮らしの調査が行わ

れ、その成果は『ぎのわんの地名』において報告された。本シンポジウムでは、『ぎのわん

の地名』に掲載された約 2500 の地名の成果を中心に報告した。 
 また、沖縄戦など大きな物理的・社会的変化を捉えるために、その変化の起こる以前を

詳細に復元する必要が生じる。本研究のこれからの課題として、基地に消えたムラだけで

なく、戦後の急激な都市化、リゾート化、過疎化などを経験した他の地域への応用、遡れ

る過去が戦前から戦後へとシフトしていく中で、復帰という戦後の大きな転換期までをも

見据えたものにしていく必要がある。 
 
 以上が私たち４人の報告概要である。「首里古地図」からは近世の人々の生活の場に、「空

中写真と聴き取り」からは近代の村に生きる人々の生活の場に迫る。また、「家譜資料」か

らは近世の＜家＞という生活の場における女性、「青年の回顧録」からは戦時体制下の生活

の場における青年についてその一端を提示した。 
 私たちの研究に通底している目的は、資料（語りを含む）を用いて、「生活の場」から当

時の人々の「生活」を捉え、「復元」することである。 
 また、日常のエピソードを一つ一つ丁寧に拾い上げる私たちの研究が、「生活の場」を浮

かび上がらせる研究方法の一つであることを示した。さらに私たちが大事にしていること

は、「人々に寄り添う」という点である。過去を生きた人々について考える研究を通して、

先祖の記録を探す人々、基地に消えた村の記録を待ち望む人々、沖縄戦体験者たち、祖先

祭祀に悩む女性たちなど、現在、（私たちも含む）この土地で生きる人々に寄り添い、研究

を続けることが、私たちが目指す「沖縄学」だと考える。 
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【②セッションの内容】 

 私たちに共通している点は「生活の場」にこだわるという視点である。このような視点

を培うことができたのは、私たちのそれぞれの職場である「地域史」の影響がある。セッ

ションでは地域史の現場、地域史の仕事・役割について、報告者④金城の報告を軸にして

掘り下げ、フロア全体で共有できたと思う。そして、地域史が今まで積み上げてきた方法

や蓄積がその地域に生きた／生きる／生きるであろう人々の「生活」について知る手立て

になると考える。 
 
（１）まず最初にセッションの土台の確認として田名真之氏の言葉を紹介した。 

「私が仲地（哲夫）さんに言われていたのは、地域史に関わる人間はオールマイ

ティでなければならない。地域のことについて基本的に何でも応える。地域住民の

さまざまな要請に応えていく。ある意味、義務感（であって）、できるかどうかとい

う問題（ではない）。知っている人に聞けばいいということはあるけれど、情報を集

約するような窓口、地域史というのは単に地域の歴史だけでなく、文化から何から

あらゆるものを引き受ける覚悟でやらなければいけないと。そういうことを実践し

ていくためには、地域史に集まっている人たちが、若い人や非常勤であったりしま

すが、それなりの自覚を持ってもらわなければならない。単なる事務屋ではない。

地域史として自分たちのまとめる本に対して責任を持ってほしいと。」 
（沖縄地域史協議会『琉球・沖縄の地域史研究』、2011 年、p261） 

 
（２）次に、金城さんの報告を軸にして、地域史についてセッションを行った。以下にそ

の内容をまとめる。 
 山城：地名というのは、ある人がある場所に住んでいて、その場所と生活していく中で

関係を結んでいくということだと思うんですね。それが私個人だけの話ではなくて、私

を含む共同体で共有していると。だから地名を集めていくと生活が復元できることにつ

ながるわけです。でもそれが達成できるかどうかは、おそらく、どれだけの量を集めき

れたかにかかってくると思います。金城さんはのべ 400 人の話者にお会いして、3000
以上の地名を集めていて、この圧倒的な量を集めるというのが地域史の手法でもあると

思います。 
 赤嶺：金城さんは今回の報告に至るまでにほぼ一人で 400 名、6 年の調査を進めてきまし

た。調査を進める中で、当初より調査項目が増えたというお話もありました。調査初期

の状況と現在は違っているんじゃないかと推測しますが、調査が深まる過程で何か変化

があったか、あれば教えていただけますか？ 
 金城：調査では、事前に想定される調査項目を作成しますが、現場に入ると、想定とは

異なる話、雑談なども多くなります。雑談などの自然な会話の中には、生き生きとした

生活のエピソードも多くあります。この調査は、生活に迫るという目的があり、そのた

め、当初の調査項目から外れるような話であっても、新たに調査項目を作るなどし、出

来る限り拾うようにしました。そのような新たな調査項目には、報告でも取り上げた戦

争地名や、ムラを構成する一族、一つ一つの家につく屋号などがあります。 
 喜納：補足になりますが、私は近代ではなくて近世を中心に研究しているので、金城さ
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んの研究とは異なり聴き取り調査はできません。しかし、金城さんが聴き取り調査のな

かで出来る限りのことを拾い集めたように、近世の古文書を片っ端から目を通すという

ことを心がけています。そのなかから、その地域に住む方の生活にせまり、解き明かし

たいと考えています。 
赤嶺：私自身に引き付けてお聞きしたいと思います。私の研究の弱点は検討が紙史料に

留まり、現地調査の数が足りないということです。金城さんの先ほどの調査項目の増加

も一例だと思いますが、現場に入り、人と出会い関わる中で、事実の多様性に気付く体

験があったかと思います。そのような中で「物語化」していた研究の方向が崩れるとい

う過程は本当に重要なことだと認識しています。しかし一方で、多様な事実の中で私は

何を伝えるのか、何が語れるのかという戸惑いもあります。様々な実践レベルがあると

思いますが金城さんが聴き取った膨大な事実、情報から何を拾い上げ記述していくのか。

その点についてお考えがあれば聞かせて頂けますか？ 
 金城：調査成果を刊行する過程で、どうしても調査者が情報を線引きし、取捨選択する

こともあります。しかし、先ほど話したことと重複しますが、地域史にはその地域に生

きた人々の生活に迫るという大前提があるため、調査した情報を出来うる限り掲載する

という方針のもと、編集作業を進めました。 
山城：金城さんのお話にもあったように、お話を聞かせてくれる人がいて、その人がお

話ししてくださった事に対して、これは意味がある、これは意味がないと線引きするこ

とは地域史は絶対にしないんですよね。だから情報がどんどん膨大になっていってしま

います。例えば、具志川市史は新聞編からスタートしています。明治、大正、昭和の新

聞から具志川の記事をただ集めるだけでなく、その記事に出てくる人の関係者に会った

り、記事の出来事について聞き取りをしています。調査当時は明治生まれの話者さんた

ちからお話を伺っているので、その時教えていただいたお話が後続の巻でとても役に立

っています。移民編、戦争編とその後続き、各巻ではテーマは分かれているのですが、

たとえば移民先での戦争体験、徴兵忌避のための移民など、具志川の人々の経験を聞き

取る時に相互に深く関係しあっている部分がたくさんあります。地域史の現場ではそれ

らを分かつことなく、まるごと引き受けようという姿勢があって、具志川市史の先輩た

ちの仕事を見ると、その丁寧さと緻密さに衝撃を受けます。そういうふうに集められた

膨大な情報を蓄積していくこと、それは私の上司の榮野川さんの言葉を借りると「資源

化」することですが、それが地域史の現場で日夜取り組まれています。 
 
（３）パネリスト同士のセッションのあと、フロアから質問や意見を受けた。紙幅の関係

上紹介することはできないが、貴重な意見を頂いた。今後の研究の参考にしたい。 
４本の個別報告は時代、分野は異なるが「生活の場」にこだわるという視点が通底して

いる。セッションでは地域史の担ってきた役割や、手法や実践が私たちの研究の根幹に関

わっているということを確認した。それは、分野を超えて学際的に、時代を超えて通事的

に「地域」を考え、その過程を共有し、共同で取り組むことの重要性である。 
過去を聞こうとする意思を持ち、続ける時間を共有することを大切にすることが、今ま

での「沖縄学」が示す方法であり、これからの「沖縄学」に繋がると考えている。 
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沖縄戦死者の現在—複数の文脈から考える—

　このパネルでは、沖縄戦死者の現在を、様々な文脈における生者との関係から浮かび上
がらせるために、以下で示す三名の報告者と二名の討論者を擁した。

• 上杉和央（京都府立大学・文学部）
◦ 「地域住民と慰霊空間—本島の慰霊碑・慰霊祭調査から—」

• 佐藤壮広（大正大学・表現学部）
◦ 「死者との倫理関係に生きる—沖縄の遺骨捜索収集活動の射程—」

• 土居浩（ものつくり大学・技能工芸学部）
◦ 「黒アゲハの道案内—金光教の沖縄遺骨収集奉仕活動から—」

• 粟津賢太（南山大学・南山宗教文化研究所）
• 村上興匡（大正大学・人間学部）

　冒頭、司会を兼ねる土居が、パネル全体の趣旨および各報告の位置付けを説明した。今
回の三報告は、それぞれ二つの軸が直交する座標軸上に位置付けることができる【註１】。
ひとつの軸は、沖縄戦死者に対する受動的＝能動的な関わりの軸である。遺骨を発掘し収
集する実践に注目した佐藤報告と土居報告は、沖縄戦死者に対する能動的実践への注目で
ある。それと比較すれば、すでにそこにある慰霊碑（および慰霊祭）をめぐる実践に注目
した上杉報告は、沖縄戦死者に対する受動的実践への注目であると位置付けられる。もう
ひとつの軸は、実践者の文化的背景としての沖縄的＝非沖縄的文脈の軸である。上杉報
告・佐藤報告が沖縄の人々による実践に注目するのに対し、土居報告が注目する実践は
（沖縄在住の人々も多く関与しているが）その主体が非沖縄的な宗教伝統（岡山県浅口市
金光町に本部を置く、幕末維新期に成立した金光教）に根差している。沖縄戦死者に対し、
沖縄的文脈での受動的実践へ注目する上杉報告／沖縄的文脈での能動的実践へ注目する佐
藤報告／非沖縄的文脈での能動的実践へ注目する土居報告と並べることで、沖縄戦死者の
現在を立体的に把握する試みである。

図１．本パネルにおける三報告の位置付け

パネル25
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　一人目の上杉報告では、これまで慰霊碑がきわめて重要視されてきたにもかかわらず、
誰も——個人のみならず自治体レベルでも——その総数を把握していないのではないか、
ごく一部の慰霊碑のみを照射してきたのではないか、との指摘から開始され、沖縄本島に
存在する慰霊碑を悉皆調査する過程で発見した興味深い事例が紹介された。列挙すれば、
公園ができたため慰霊碑が移された事例、年に一度の慰霊祭に際し草刈りをしないと慰霊
碑への道が分からない事例、闘牛場が眺められる高台に慰霊碑を設置したため慰霊祭への
参加者が高齢化した現在では参集が困難になってしまった事例、骨が移された後の納骨堂
を慰霊碑として御嶽の近くへ立て直す事例、慰霊碑が公民館の壁に据えられトートーメー
のような形態になっている事例、拝所が統合された合祀所に慰霊碑が隣接する事例、在日
米軍基地に絡んで慰霊碑が新たに建立された事例、等々である。関連して慰霊祭のバリ
エーションとしては、まず宗教者が関与しない事例として、吉事としての御願を組み込む
事例、子ども会や学校行事と連携する事例、遺族会主催から区主催として復活した事例が
紹介された。次いで宗教者が関与する事例として、浦添本願寺の僧侶が関与する事例、金
光教那覇教会の教師（宗教者）が関与する事例、また儀礼として鳩が放たれる事例、非沖
縄的な宗教的要素が取り入れられている事例が紹介された。以上のように、地域レベルで
はきわめて多様な慰霊碑および慰霊祭の事例を踏まえ、これら慰霊空間が「慰霊」「御
願」「宗教」の三つ巴によって構成される空間であるとの整理が示された。特にこの慰霊
空間へ義務的に参加する子どもたちの存在に注意が喚起され、沖縄においても本土と同様
に世代交代が進行しており、現在において沖縄戦の過剰な特別視は、むしろ現実への理解
を損ねるとの意味で、危険かもしれないとの指摘がなされた。

　二人目の佐藤報告では、遺骨収集ボランティア団体「ガマフヤー」（洞窟を掘る人、の
意）の代表・具志堅隆松氏へのインタビューおよびボランティア作業への参与観察から、
遺骨の捜索・収集作業者にとって直接に関わりのない死者との「倫理関係」を創る契機に
なっていることが論じられた。具志堅代表の遺骨捜索・収集における基礎理念を抽出する
と、（１）骨にも人格がある（２）骨との対話（３）骨が帰るところとしての家族・遺族
（４）遺骨収集の事業化（企業ではなく自治体や住民を主体とした遺骨収集事業）の４点
に集約される。このうち１から３を目に見えるかたちにするため、具志堅代表は４の事業
化を計画・実現させた。事業化に際し、ホームレスの生活・就業を支援する団体「プロミ
スキーパーズ」が請負元となり、2009年末の約２ヵ月、緊急雇用創出事業の一つとして那
覇市真嘉比での遺骨収集が事業化され、55名のホームレスや失業者が作業に従事した。こ
のような現状と、活動の意義は、以下の３点にまとめることができる。
（１）土地開発事業に伴って出土する遺骨の適正な扱い方を示す
（２）骨をめぐる現代的民俗としての意義
（３）死者を含む公共性の提示
特に（３）は、遺骨そのものがホームレス・失業者に仕事を与える契機となっている社会
事業が生じた事態を指している。ボランティア活動として行われてきた遺骨収集（１）
（２）が、現実社会での弱者支援と結び付いたこの事態は、死者を含む新しい公共事業と
考えることができる。現代の沖縄では、遺骨収集と雇用問題がひとつの結節点を見せる。
ここには、遺骨（死者の身体）を、市民の平和学習や、就労希望者の雇用創出へと活かし
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ていこうとする社会デザインがある。その基盤には、骨を人間として扱うという「死者と
の倫理」を生きる意志および、「尊厳ある遺骨収集」の実現という理想が見てとれる。
【註２】

　三人目の土居報告では、金光教那覇教会が主催する遺骨収集活動の紹介と考察がなされ
た。金光教関係者による沖縄遺骨収集奉仕活動は、以前に口頭発表「遺骨との出会いを問
わず」（『宗教研究』82-4に要旨所収）で示したように、福岡から復帰前の沖縄へ開拓布
教に赴いた金光教那覇教会長・林雅信氏を中心とし、1977年 2月から現在まで、年に一
度・二日間の日程で取り組まれている活動である。ここでは、先行研究として粟津賢太
「媒介する行為としての記憶」（『宗教と社会』16、2010年）と「新宗教教団による遺骨
収集ボランティア活動の展開」（『宗教研究』84-4に要旨所収）を踏まえ、黒アゲハに即
して「領有／専有（appropriation）のより詳細な実態」を検討し、さらに「信者たち」で
はない参加者の関与について報告する。林氏の講演録『平和　沖縄からの祈り』（金光学
園やつなみ保護者会、2010年）には、群集する黒アゲハを「異様な光景」「気持ちが悪い
というと相済みませんけれどもそういう感じ」と捉えた林氏が、地元関係者による「黒い
アゲハチョウは御霊（みたま）の化身」「お祭りだから喜んでお参りにみえた」との指摘
を引き受け、さらには黒アゲハの出現を御霊ひいては未発見の遺骨からの訴えとして受け
取ろうとする変化がうかがえる。それは現在進行形であり「沖縄の御霊に関する行事のと
きには必ずそのチョウチョが飛んでくる。遺骨収集では参加者のすべてが体験している」
との言明に帰結する。また 2012年 2月の活動では、参加者約 90名のうち 20名以上が「信
者たち」ではない「一般参加」者であった。中でも 1986年から「一般参加」している一
個人は、恒例となった事前調査のみならず、活動当日の現場において、初参加者への現場
でのレクチャを金光教教師にうながし、いわば「信仰のリアリティと確信を与える」契機
を用意したのであった。このような「信者たち」に限定されない実践共同体のありように
ついては、今後も継続した関与観察が必要である。

以上の三名による報告に引き続き、二名の指定討論者からコメントがなされた。

　粟津賢太からは、まず個別にコメントがなされた。上杉報告については、本土と沖縄と
で慰霊碑類似施設が基本的に宗教施設として位置付けられたか否か、対象としている死者
が軍人か民間人か等々による相違があったことを踏まえた上で、かつ本土と沖縄双方にお
いて経験者がいなくなりつつある時代における問題が指摘された。佐藤報告および土居報
告に対しては、自身の参与観察やインタビュー調査も踏まえつつ、沖縄における遺骨収集
活動のキーパーソンについて紹介と考察がなされた。また特に佐藤報告に関連して、国や
自治体に任せてはどうしても管理の原理で扱われるこの問題を、市民参加型にこそ価値を
見出した上で、死を織り込んだ社会デザイン＝死を原理的に繰り込んだ新しい公共性はい
かに生み出せるのか、その契機となる報告であったと結んだ。
　村上興匡からは、このパネルがこれからの沖縄学へ資する可能性について示唆された。
ヒトの死が一人称・二人称に限られつつあり、三人称の死を考えるのが困難な時代である
との現状認識が示され、このパネルでは三人称の死をどう引き受けるかが問われていた、
と再文脈化して提示した。世代交代によって死者に対するリアリティが薄らぐのは本土・
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沖縄を問わず大問題であり、その一方で「孤立死」「無縁社会」の問題、さらには東日本
大震災が起こった。このような現在、三人称の死をどのように引き受けてきたのか／いる
のかという沖縄の知恵や仕組みを、将来どう取り入れて活かすのかが、今後の沖縄学とし
て求められているのではないかと総括した。

　企画当初に祈念したのは、報告者・討論者ふくめ沖縄学との交流がほぼ皆無の者たちに
よって組まれたこのパネルが、会場で沖縄学の研究者たちと議論し交流することで、沖縄
学とわれわれが携わる宗教学・地理学および関連諸学へ相互に影響を与えうることであっ
た。発表当日は充分な時間がとれず、相互の影響は今後の課題となった。近い将来の相互
交流を期する。

【註１】発表当日では、宗教的＝非宗教的文脈の軸と、沖縄的＝非沖縄的文脈の軸との、
二つの軸が直交する座標軸として示した。しかし当日の議論および発表後の意見交換を踏
まえ、発表当日で宗教的＝非宗教的文脈として示した軸を、ここでは受動的＝能動的な関
わりの軸として再提示したい。

【註２】発表当日の佐藤報告では、報告の一環として「遺骨捜索ブルース」が演奏された。
当日配付された歌詞を下記に掲載する。

※本報告は 2011年度科研費基盤研究(B)「戦争死者慰霊の関与と継承に関する国際比較研
究」（研究代表者・西村明／課題番号 22320018）による研究成果の一部である。

（文責・土居浩／パネル責任者）
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パネル 26： 
ポスト沖縄振興体制における沖縄の将来像～持続可能な沖縄の経済社会の構築へ～ 

司 会：江上 能義(早稲田大学) 
報告者：川瀬 光義(京都府立大学)、松島 泰勝(龍谷大学)、真喜屋 美樹(大阪市立大学) 
討論者：佐藤 幸男(富山大学) 
 
 本パネルでは約 120 名の参加があり、復帰後の沖縄振興体制を批判的に検証し、沖縄の

振興政策の課題や脱植民地化、基地の跡地利用などの観点から、将来の持続可能な沖縄発

展の方向性に関する報告と議論が行われた。 
 パネルが開かれた 3 月 30 日、2012 年度から新たに始まる一括交付金創設を含む改正沖

縄振興特別措置法と跡地法の沖縄 2 法が国会で成立した。復帰と同時にスタートした沖縄

振興開発計画（現沖縄振興計画）は、10 年を期限とする時限立法である沖縄振興開発特別

措置法によって実行されてきた。2021 年度までの同計画は、事実上の第 5 次計画である。 
本パネルの議論は、沖縄振興体制を超える沖縄の将来像をどのように具体的に描けるか

が焦点となった。以下は、報告の概要、討論者の問題提起*及びフロアとの質疑応答である。 
 
■「沖縄復帰財政経済政策を総括し新たな振興策を展望する」 川瀬光義 
復帰以降 40 年間に沖縄の経済振興を目指して、10 兆円余りの国費が投じられてきた。に

もかかわらず、復帰当時に課題とされた、第 2 次産業、とりわけ製造業が脆弱であるとい

う課題は解決されなかった。 
 復帰経済政策の中核をなしたのが、沖縄振興開発特別措置法にもとづく各種施策である。

復帰当時の日本は、1965 年から 20 年間で国民総生産を 4 倍以上にすることをめざした新

全国総合開発計画にもとづく高度経済成長政策をすすめており、沖縄振興開発計画も、新

全総に組み込まれて、10 年間で経済規模を 3 倍に拡大することをめざした。その主な手段

が、高率補助による社会資本整備と規制緩和・租税減免などによって外部から企業を誘致

する政策であった。4 次にわたる沖縄振興(開発)計画では、力点のおき方に多少の変化はあ

っても、企業誘致を主たる手段とするこの枠組みは維持された。そして 2012 年度から始ま

る新たな振興策においては、沖縄県が計画策定の主体となるなど、改善されたところはあ

るが、この枠組みは変わらず残されている。 
 新たに設けられた沖縄振興一括交付金のうち、投資的経費に関するそれは、旧法の「沖

縄振興開発特別交付金」を改正したにすぎない。また沖縄には、全国的な施策である特定

防衛施設周辺整備交付金(1974 年度から)に加えて、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事

業(1997 年度から)、北部振興事業(2000 年度から)、そして米軍再編交付金(2007 年度から) 
など多くの投資的経費の一括交付金が投じられてきた。 
  それでも、沖縄のみを対象としたソフト交付金が設けられたのが、今回の目玉と言うべ

きかもしれない。しかし実は、施設整備など建設事業以外にも幅広く活用できる交付金も、

パネル26
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1996 年度補正予算で特別調整費 50 億円が設けられて以来、基地所在市町村活性化特別事

業、北部振興事業、沖縄振興特別調整費(02 年度から)、米軍再編交付金など、ソフト事業

に活用可能な各種の財政資金が投じられてきた。さらに、特定防衛施設周辺整備交付金も、

2003 年度からソフト事業に使途が拡大された。 
 要するに、新たな交付金は、予算額が異例といえるほど大幅に増加したことを除くと、

投資的経費に関するものにせよ、ソフト事業に関するものにせよ、これまで経済振興を目

指してすすめてきた施策の延長線上にあり、決して特別なものではない。それらにおおむ

ね共通する特徴は、①先に予算ありきであること、②経済振興策であること、などである。

これらが経済振興策として成果を上げるには、これまでの施策がなぜ十分な成果を上げる

ことができなかったかについての、検証が不可欠ではないだろうか。 
 
■「植民地主義下にある琉球の政治経済―琉球の脱植民地化を目指して」 松島泰勝 
 本報告では、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島を総称する地域名として「琉球」を使っ

た。最初に歴史的・政治的、制度的、軍事的、経済的な諸理由に基づいて琉球が日米の植

民地であることを明らかにした。その上で、「復帰」とは何であったのかを長期の歴史の中

で考え、琉球は、形式上、「沖縄県」という日本の一自治体とされているが、琉球人の領土

が奪われ、その政治的地位を決める人民の自己決定権の行使が認められなかった地域つま

り植民地であるとの結論を導いた。「復帰」体制は次のような特徴をもつ。①日本国による

琉球の統合化、植民地化をより深化させるための装置。②琉球人の生命や生活よりも、日

本、日本人の生命や安全を重んじ、基地負担を琉球に押し続けるという差別体制。③政治

的、軍事的、経済的利益が琉球から日本に流れる仕組み、つまり植民地体制。 
 次に琉球の植民地支配を強化するために振興開発がどのように機能したかを論じた。振

興開発失敗の主な原因として次の諸点がある。①琉球の実態に基づかない画一的な開発手

法、②振興開発予算配分率の固定化、③開発計画の策定・実施過程における琉球側の主体

的な参加権の欠如、④中央官庁による介入・規制・指導、⑤基地と振興開発とのリンケー

ジ 。その上で、米軍基地が植民地経済を強化するためにいかなる役割を果たしているのか

を検討した。琉球では人権を侵害し続ける米軍基地を固定化するための手段として振興開

発が利用されてきた。「復帰」後、琉球は、基地と切り離して経済発展自体を目的とした開

発行政を実施することが許されない状況に置かれてきた。振興開発は基地の過重負担の「代

償」にならず、振興開発による基地と住民との「共生」も不可能であることを明らかにし

た。 
 最後に、琉球と日本との新しい関係性を構築するための考察を行った。「復帰」体制とい

う枠組みの中で、日本政府から投下される公的資金の金額（一括交付金含めて）、特例措置

（特区、税制優遇措置等）が与えられても、琉球は日本政府に財政的に依存させられ、日

本企業による支配がさらに強化されるだけである。琉球と日本との関係性を変えるという、

脱植民地化を実施しないと、琉球の自治、自立、独立は実現しない。琉球は独自な政府や
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議会を設立し、日本政府と対等な関係になった上で、日本政府から財政的に独立し、発展

計画の策定・実施・事業の優先順位決定を琉球側が行い、課税権・外交権の取得等という

琉球の将来像を示した。その将来像構築の第一歩になるのが、「琉球 VS 日本」という植民

地構造を直視して、この関係性を問い、両者を平等な関係にすることであると論じた。そ

の際、「沖縄学」は近代琉球の植民地状況の中で苦悩する琉球人を解放させるための学問と

して誕生したことを踏まえて、「沖縄学」が脱植民地化を研究課題とし「解放の学問」にな

ることの必要性、研究者の当事者性、市民運動と研究との相互連携の重要性について述べ

た。 
 
■「都市再生としての基地跡地利用へ」 真喜屋美樹 
 復帰 40 年の今年は、普天間飛行場返還合意が発表されてから 16 年となる。普天間飛行

場返還に代表される SACO 合意、米軍再編による大規模な基地返還計画が実現すると、沖

縄本島中南部に所在する約 5,000ha の基地跡地が返還される。返還後、人口と産業が集積

する沖縄本島中南部都市圏に出現する広大な基地跡地をどのように活用するかは、沖縄県

の将来の持続可能な発展において重要な課題となる。 
 戦後の在沖米軍基地形成の過程を振り返ると、「沖縄問題」の根源である米軍基地が辿っ

てきた歴史は、日米による収奪の構造を浮かび上がらせる。沖縄の基地化は、米国の世界

戦略のみならず日本本土の経済発展と切り離すことは出来ない。 
川瀬報告が明らかにしたように、本土復帰後の沖縄振興体制における財政経済政策は、

沖縄に基地を押しつける日米安保／日米同盟維持装置として機能した。基地の存在と表裏

一体である財政投下に支えられた沖縄経済は、そのシステムを沖縄に内面化させ、中央に

従順な主体を創り出し、沖縄社会を包摂した。 
すなわち、沖縄の基地問題は、日米双方による沖縄の植民地化によって形成されたと言

えるであろう。したがって、基地に接収されている土地を取り戻し跡地利用するというこ

とは、「脱植民地化」、「脱沖縄振興体制」であると位置づけられる。 
「脱植民地化」、「脱沖縄振興体制」となる基地跡地利用は、自立する沖縄の経済社会の

形成とともに市民福利の立場から考える都市／地域再生となろう。世界の都市／地域再生

の潮流は、資本の営利都市から人間中心の文化都市へと転換している。そこでは環境保全

を軸に経済社会の新しい発展方式を模索し、環境、経済、社会的に持続可能な都市／地域

再生が試みられ、それを実現する都市／地域をサステイナブル・シティとしている。 
翻って、沖縄本島中南部都市圏で既に行われた跡地利用の事例を見ると、実に 60%以上 

で大型商業施設を中心とする開発が次々と行われた。さらに、その大半は本土資本の商業

施設を誘致し再開発の中核としていた。相次ぐ新商業地の形成は、島嶼地域という限られ

た市場で消費者を奪い合い、周辺地域にある既成市街地の空洞化を惹起している。 
他方、同じ中南部都市圏にある読谷村で行われた跡地利用は、外部資本に地域再生の命

運をかけるのではなく地域の文化や歴史、環境に立脚したものであった。その結果、農業
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パネル 27：自由論題：移動② 
 
「境界線」の変動と民衆 
-琉球列島における「密航・密貿易」(1949-1951 年)の政治社会学的考察- 
 

小池康仁 法政大学博士課程 
 

本報告では、琉球王国成立以前に行われていた民衆による私貿易行為の中に、琉球列島における

地域共同体間の連携構造に関する普遍的なパターンが存在すると仮定し、その概念化についての議

論を行った。特に古代私貿易に類似する形態として第二次大戦直後の琉球列島における私貿易、い

わゆる「密貿易」に注目し、この「密貿易」に関する公文書、新聞資料、当事者への聞き取りを基

に構築した私貿易ネットワークモデルについて報告した。このモデルにおいて、私貿易取引を行う

「ブローカー」を中心とした水平的、かつ可変的な人的ネットワークが形成され、それが琉球列島

全体及び日本本土や台湾沿岸にまで伸びていたことを指摘した。その上で、このようなネットワー

クを通じた地域共同体間の並列関係が琉球列島における社会的特徴として仮定でき、そこには境界

線を意識することによる境界線の相対化という関係が見出されると結論付けた。 
本報告に対する質疑は 6 点あったが、今回は紙幅の都合上、今後の課題となる質問と、それに対

する現段階での回答のみ列挙する。①本報告のような概念化は、実証データに基づかなければ意味

がない。この点に関し、密貿易の取引において非鉄金属の大陸への移動というのはやはり大きなイ

ンパクトがあると考えられるが、密貿易物資全体の中で、非鉄金属が占める割合についてはどうか、

という問いがあった。これに対して、当時の密貿易物資の総量、及びそこに占める特定の物資の割

合までは分からないが、沖縄から台湾及び大陸への非鉄金属の輸出、台湾からの米、医療品の輸入、

そして奄美、宮古から九州方面への黒糖、さらに九州から沖縄への木材の移動という、主要物資の

項目は存在する旨回答した。但しその項目の範囲は石原昌家氏の先行研究を越えるものではない。 
②密貿易において漁船が使用されたのは分かるが、それでは当時、通常の漁業をしていて漁場争

いなどはあったのかという問いに対して、本報告に関するインタビューにおいては当時漁場争いを

したという話は聞いていないと回答した。さらに②に関連し、③近世から近代、そして戦後帝国の

崩壊と、その都度境界が変化してきたのは分かるが、それでは国境付近の漁民にとって、戦後に現

れた国境はどのように認識されたのか、という問いがあった。これに対して、まず与那国の漁師は

国境ができたことにすら当初気づいておらず、取り締まりが行われるようになって初めて国境の存

在に気付いた旨回答した。しかしその上で、密貿易が下火になったのは度重なる取り締まりだけで

はなく、それに加え 1950 年の民間貿易の解禁によるところが大きいと考えられること、また採算が

合わずに密貿易が行われなくなった後も、日本復帰以前は宮古、八重山などに台湾漁民が日常的に

上陸していたことなどから、国境意識というのは現在に比べて大変希薄だったと考えられる旨回答

した。 
 
 
 

パネル27
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米軍統治下における奄美と沖縄との間の非正規渡航と人口移動 

Non-regular passage and demographic shift between Amami and Okinawa under U.S.Forces rule. 
法政大学沖縄文化研究所 国内研究員          

                                         

三 上 絢 子 
1）研究の概要、1946 年 2 月 2 日、「日本の領域」に関する覚書によって、北緯 30 度線以南が日本

政府の政治、行政上の権限から分離され、アメリカ海軍軍政府の支配下におかれることになった。「海

上封鎖」によって、沖縄および奄美とトカラ列島は北緯 30 度の境界線で日本本土への自由渡航も禁

止となった。自由渡航が実現したのは、日本国とアメリカ合衆国との間で、日本返還の締結が発効

したことによってである。 
2）先行研究、米軍統治下の奄美に関わる従来の研究では、主として政治・行政・経済的な側面から

マクロに分析されてきた。また日本の政治外交史と日米関係、戦後奄美と沖縄の歴史や社会運動な

ど日米関係について論述がされている。米軍統治下における生活者の側面からの視点では捉えられ

ていない。 
 筆者は米軍統治下の奄美諸島（以下 奄美）における非正規交易の実態を地域的視点から考察し、

奄美諸島での交易船の出入りに関わる地域的特質とトカラ列島の口之島における非正規交易の拠点

の特質について明らかにした（三上、2008）。しかし、奄美諸島と沖縄との間の人の移動の中で、移

動した人の子細については課題として残されていた。 
2）本研究の目的、北緯 27 度線を挟んで、奄美と沖縄との間における人の移動の中で、特に芸術の

志を抱き 1952 年に奄美での中学卒業と同時に移動した人物に視点をおいた。 
沖縄においては生活の手段で、工事現場を皮切りにあらゆる職域に従事する中で、奄美育ちの若

者が沖縄の言語の壁を乗り越えながら、1953 年の奄美諸島の日本返還後に奄美出身者は外国人扱い

となる中で、芸術を目指した人物が移り変わる社会の環境下で活動をしてきたことを明らかにする。 
3）調査対象は、戦後の混乱期に沖縄へ移動し、現在も芸術家として活躍して いる沖縄在住の F・
H である。 
4）調査方法は、沖縄において本人からの幾度もの聞き取り調査および資料の提供による。 
5）結果、調査対象の F・H は、沖縄における苦難の中にありながら、苦学で高校進学を果たし、 志
を成就するという目標に向かって邁進している。多様な職域と居住地域も、那覇の壷屋をスタート

に現在の本部町具志堅に至るまでの間に度重ねる変遷がある。その中で人的なネットワークと、さ

らに芸術家仲間の受け皿および本人の努力によって、芸術家の志が成就できている。沖縄美術連盟

や沖展の運営などに関わる一方、奄美と沖縄との美の交流展の中心的な役割を果たしている。沖縄

に永住して芸術を世界に発信しつつ、本部町民として地域に和合し現役の芸術家として活躍してい

る F・H を通してみると、米軍統治下における奄美から沖縄へ移動した、幾多の人の中の貴重なケ

ースであることが明らかにされた。 
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戦後ハワイにおける沖縄出身者を対象とした漁業研修ならびに漁業移民制度の開始と展開 
－研修生の体験談を中心として 

 
氏名：小川 真和子 
所属：水産大学校  

 
報告概要： 

ハワイの海に日本人が進出し、漁業に従事するようになったのは 19 世紀後半のことであったが、その

後、半世紀にも満たない間に、現地の水産業全体において中心的な役割を担うまでになった。しかし太

平洋戦争によって日本人漁業者は海に出ることを禁止され、現地の水産業は大きな打撃を受けた。戦争

終結とともに、日本人、日系人はただちに水産業の復興に着手するが、その際、大きく立ちはだかった

のが、一世漁業者の高齢化と引退に伴う漁業者不足問題であった。 
そこでハワイの日系漁業会社であるユナイテッド漁業は、特に沖縄出身者らが中心となって、戦禍に

蹂躙された沖縄の復興を支援するだけでなく、ハワイの漁業者不足を解消するべく、沖縄から漁業者を

招聘するプログラムを立ち上げた。当初、彼らは米軍主導のもとで 1950 年代後半から開始された琉布間

の人的交換、交流プログラムに漁業を加えようとしたが、やがてそれとは異なる民間主導のビジネスプ

ログラムとして、漁業研修制度、そして漁業移民制度を発展させ、独自の路線を歩み始めた。具体的に

は、ハワイまでの往復渡航費や現地での下宿代などを、漁業者がホストであるユナイテッド漁業から借

りて渡航し、現地で漁業に従事して得た給料から返済するというシステムであった。当初、漁業者には

月 100 ドルが最低賃金として支給されたが、これは当時の沖縄では破格の報酬額であった。それでも漁

獲高にかかわらず同じ給料という方法に対する不満は多く、やがて出来高払いとなる。その為、中には 1
年間で 3 万ドルの収入を得る漁業者も現れた。また、ハワイの海における沖縄の漁業者の仕事ぶりは高

く評価され、1965 年に合衆国の移民法が改正されると、ユナイテッド漁業に続いてハワイアン綱パッカ

ーズ社も、自社所属のカツオ漁船に沖縄から漁業者を移民として受け入れ始めたのである。こうして沖

縄の漁業者は、ハワイ、特にホノルルが 1960 年代から 1970 年代にかけて、水産都市として成長する原

動力となったのであった。 
本報告では、このような、ハワイにおける沖縄出身者を対象とした漁業研修ならびに漁業移民制度の

立ち上げに従事した当事者や、研修生あるいは移民としてハワイへ渡り、現地で漁業に従事した漁業者

への聞き取り調査報告をもとに、太平洋戦争後における、沖縄からハワイの海への人の移動の諸相を明

らかにした。 
 報告に続く質疑応答では、ハワイで漁業者に高給を支給できた背景や、日本とアメリカにおける漁業

権の相違、また漁業研修と移民の相違などについて質疑が交わされた。 
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パネル 28：自由論題 表象② 
 
【報告書】 

・「沖縄移住」言説再考―桐野夏生『メタボラ』にみる移住者像とポストコロニアリズム― 

・早稲田大学大学院 博士後期課程 須藤直子 

 

①報告の概要 

本報告の主旨は、1990 年代以降の「沖縄移住」をめぐる言説を、桐野夏生の小説『メタボラ』を題材

にして再考することである。この小説は、2005 年 11 月から 2006 年 12 月まで『朝日新聞』の朝刊に連

載され、2007 年に単行本化、2010 年に文庫化された。小説の主題は、記憶喪失に陥った「僕」／ギン

ジが過去の記憶を少しずつ取り戻していくプロセスであり、それらは現代の日本社会における労働や格

差、若者に関する諸問題と密接にかかわったものである。すなわち、沖縄移住それ自体が小説のテーマ

ではない。しかし、「僕」が宿泊する沖縄の安宿では、現代の沖縄移住を象徴するような場面が度々登場

し、沖縄に移り住んだ若者たちの苦悩や想いが丁寧に描かれている。それは、さまざまなマスメディア

が、移住者を沖縄ブームや「沖縄イメージ」を再生産する存在として描き、時として批判あるいは糾弾

すべき対象としてきた従来の視角を再考するきっかけを与える。そこで、本報告では、沖縄社会におけ

る移住者の微妙な立ち位置を絶妙に描きだした『メタボラ』を題材に、これまでの沖縄移住をめぐる言

説が移住者の「何」を問題化し、批判の対象としてきたのかを析出した。そして、沖縄移住言説がポス

トコロニアリズムと不可分であることを提示した。さらに、『メタボラ』における移住者の描写が、報告

者が 2006 年より行ってきた移住者へのインタビュー調査の場で移住者に度々語られてきた、県外出身者

（ナイチャー）としての沖縄への贖罪意識や、自己の歴史認識を反省するような語りの一部と重なるこ

とを指摘し、新たな沖縄移住の解釈の地平を開くことを目指した。 

②議論の内容 

 フロアからは、まず（１）沖縄へ移住した人びとは、そもそもなぜ「沖縄」だったのか、という質問

をいただいた。この問いは、沖縄移住がどのように表象され、語られてきたのか、という本報告におけ

る問題関心の前提になるものであるといえよう。すなわち、沖縄への移住現象がなぜ起きたのか、とい

う根本的かつ重要な問いである。これまで報告者が行ってきた移住者への調査では、それまでの価値観

や生き方の変化を希求している人が多く、彼らは新しい生き方を実践できる場所として沖縄を発見して

いくという特徴を持っていた。しかしそれは逆に、変化した自分を持続的に見出すことができる、「変わ

らない」沖縄を無条件に期待しているということでもある。つまり、「変わりたい自分」と「不変である

沖縄」が移住者の中で両立することが、沖縄が移住先として選択される一つの理由ではないか、と応答

した。また、移住者が沖縄へ移住した後に、沖縄とどのように対峙していくことができるかという点に

ついて、（２）沖縄県外出身の映画監督中江裕司氏の存在を引き合いに出しながら、長く沖縄に定着した

人の姿に、沖縄との関わり方のヒントがあるのではないか、というコメントをいただいた。実際、1990
年代以降の沖縄への移住者の定着率は非常に低いことから、長く沖縄に住み続けることで沖縄からの反

応の変化を経験した県外出身者たちの存在が、移住者（ナイチャー）と沖縄の関わり方を考えるきっか

けになるといえる。沖縄移住の分析を継続する上で、ぜひ参考にしたい。 
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Contemporary media constructions of Okinawa: narrative strategies of postcolonial 
self-representation 

University of Vienna (Austria): Institute of East Asian Studies / Department for Japanese 
Studies  
Prof. Dr. Ina Hein 

   Ever since the so called “Okinawa-boom” seized Japanese popular culture in the mid-1990s, Okinawa 
has been stereotyped and commodified as an exotic, peaceful island paradise by Japanese mass media. Okinawa 
is represented as Japan’s exotic other – as a place on which a nostalgic longing for assumedly lost values in 
contemporary Japanese society is projected. However, these hegemonic representations of Okinawa leave
Okinawa’s conflictual relation to the Japanese main islands and the problematic living conditions in the 
Prefecture as blind spots. On the other hand, Okinawan intellectuals and artists take up controversial topics 
otherwise ignored and experiment with representing Okinawa from multiple perspectives.

In my paper I focussed on such counter-discourses by analyzing the narrative strategies employed in 
Takamine Gô’s film “Untama Girû” (1989) and the television comedy series “Okinawa obâ retsuden” (2005). 
I discussed a) how resistance against Japanese mainstream media images of Okinawa can be expressed and b)
how these strategies might be grasped in terms of concepts related to postcolonial theory.

Instead of making Okinawa understand- and consumable, film director Takamine Gô expresses his 
versions of Okinawan reality as collages and networks of intertwined storylines, languages, and perspectives. 
His narrative strategy can be identified as magical realism which, according to literary theory, functions as a 
kind of postcolonial critique since it disrupts clear-cut boundaries and opposes dominant systems by 
challenging established notions of a rationally comprehensible reality and stable, unchanging identities, which 
are defined through the differentiation from an ‘other’. Takamine, with his magical realism, turns against the 
dominant Okinawa discourse and, at the same time, against the notion of a culturally homogeneous Japan.

“Okinawa obā retsuden”, on the other hand, unmasks dominant stereotypes about Okinawa as
Japanese projections in a very tangible fashion. The production makes use of well-known narrative patterns 
(such as popular Japanese television show formats), but puts them into new (comical) contexts and thus 
changes their meaning. Here, a kind of postcolonial mimicry might be at work, which imitates the cultural for-
ms of the center of power (in this case the Japanese main islands), but, in doing so, subverts the authority of 
colonial discourse. 

As could be shown, the narrative strategies deployed in these representations of Okinawa 
seem to be well explainable in terms of postcolonial theory. The role of cultural hybridization – a 
concept crucial to postcolonial theory – still remains unclear, though. The idea of hybridity is 
based on the assumption that not only do colonizers strongly influence the colonized, but that 
the colonization process affects the identity of the colonizer as well. However, Okinawan 
repercussions on Japan’s understanding of ‘Japanese culture’ do not seem to be very strong. 
Counter-images to the hegemonic discourse on Okinawa continue to be limited to certain sectors 
of the media which do not have access to the popular market and thus are only able to reach a 
small audience. Therefore, it is doubtful to what extent critical Okinawan self-images are able to 
affect Japanese identity in a hybridizing way. 
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Shimota Seiji’s  Ryoshuu no Nageki (Prisoner’s Lament) 
– A Tale of the Empire, War and its Aftermath 

 
Irena Powell, Sheffield University. 

 
I introduced Shimota as a Japanese writer of Okinawan origin, whose life was influenced by 

the  turbulent events and ideologies of 20th-century history, in particular the Imperial ideology on 
the Okinawa of his childhood; his Second World War experience  of six years as a conscript in the 
Imperial Army on the Chinese and South-Pacifi c fronts; and his postwar Marxism, which defined his 
approach to literature and influenced profoundly his own work. 
Then I discussed his ‘Okinawan  cycle’ : a large number of short stories, novels and essays,  
triggered initially by the shocking reality of what he saw and heard on his first postwar trip to his 
native land. This he then followed with his consistent involvement with the wide-ranging themes  
inspired by the complex history and culture of Okinawa. 

And finally I discussed in detail ‘Ryoshuu no Nageki’, a short novel dealing with the tragic events 
of the Second World War and the Battle of Okinawa.  I presented briefly  the plot and illustrated 
Shimota’s critical scrutiny  of the bitter legacy of the Japanese Empire: the eradication of the 
original culture and the policies of discrimination, concluding that in this author’s view those policies 
amounted to a betrayal of Okinawa.   

1. The discussion focused, on the one hand, on details regarding the work as to  when it  was written 

and how it was received; what was the environment in which Shimota was writing; what was the 

background of Shimota’s success and  literary awards; what was Shimota’s literary standing and 

why had his popularity declined. 

2. On the other hand there was an interest in Shimota’s role and career as a revolutionary Marxist 

writer. A question was asked on what happened to the revolutionary spirit of Okinawa as it was 

represented by Shimota and the Ryuudai Bungaku period;  the large participation of the Okinawans 

in the JCP, the difficulties faced by a communist writer: party politics versus the independence of 

literature.  
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パネル 29：         沖縄戦の後遺症とトラウマ的記憶

     The Battle of Okinawa and Its Traumatic Aftermath

【司会】 名嘉幸一（琉球大学）

【討論者】宮地尚子（一橋大学）

■各報告要旨

1．沖縄戦の記憶と精神障がい：北村毅（早稲田大学琉球・沖縄研究所）

沖縄戦から 67 年。その被害の甚大さは、人的被害（戦死者、戦傷病者など）や物質的被害（住居やコ

ミュニティの破壊、米軍による土地の収奪、文化遺産や戸籍の喪失など）において指摘されてきたが、

それらはいずれも目に見える被害といえる。それ以外に多くの目に見えない被害があったが、そのひと

つが、本報告のテーマとなる人びとの心に及ぼした影響、すなわち精神的な被害である。これについて

は、主に沖縄文学の題材として扱われるぐらいで、実証的研究の俎上に上がることは少なかった。

本報告は、人文科学と精神医学の知見を参照しながら、沖縄戦から 1960 年代までの歴史的な幅の中で

沖縄戦の心理的影響や精神的被害の具体相について検証することを目的としている。より具体的にいう

と、精神障がいとしてあらわされる、または精神障がいという言葉で切り取られる沖縄戦の精神的後遺

症の問題について検討した上で、その社会的・文化的コンテクストについて考察することが、本報告の

主題となる。すなわち、精神障がいという個人の症状を所与のテクストとして捉えるのではなく、社会

的・文化的環境や歴史的な条件との関わりの中でいかに精神障がいが構成されているのかを読み解くこ

とに主眼を置いた。

まず、悲嘆（grief）という概念をキーワードとして、沖縄戦による喪失体験（特に家族の死）が人びと

の心に与えた影響について検証し、戦争が絡む死別体験において悲嘆が複雑化していることをいくつか

の事例から確認した。さらに、戦争中の出来事をきっかけとして急性的に心を病むケースだけではなく、

短期的には問題はなくても、長期の時差を伴って症状化、問題化した事例についても検討した。そして、

それらのケースが戦後の沖縄の社会的、政治的、経済的な状況と密接に関わり、継続的かつ派生的な戦

争の影響に晒されていた可能性について指摘した。最後に、沖縄戦の影響を、トラウマ的な記憶が及ぼ

す直接的な影響、対象喪失に伴う悲嘆の慢性化による間接的な影響、生活変化・社会変化によるストレ

スが個々人の精神状態に及ぼす派生的な影響の三つの相に分けて考察した。この三つの複雑な重なり合

いにおいて、もう一度戦争の心理的影響を捉え直す必要があることについて指摘して報告を終えた。

2．沖縄本島南部 A 村おける沖縄戦の爪痕：當山冨士子（沖縄県立看護大学）

報告者は、看護教員となる以前に市町村駐在保健婦（当時は公衆衛生看護婦）として、沖縄の離島と

本島南部の A 村（当時の人口は約 7000 人）に勤務した。保健婦が把握していた精神疾患患者は 96 例で、

支援がなされ記録があったのは 40 例である。今回の報告では、40 例のうち戦争の影響が把握できた 34

例とその家族を対象としている。

【方法】

1．昭和 53 年：保健婦の記録を元にデータを整理。

2．昭和 58 年：村役場より戦没者の状況等について資料の収集。

3．平成 2 年：本人および家族への面接調査（戦時中の行動や被害、戦後生活や精神保健の問題等）。

パネル29
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【結果】

1．A 村の推定戦没者数は、当時の村人口の約 40%（県平均約 25%）であった。

2. 対象 34 例（男 20 例、女 14 例。年齢 33 才～86 才［平均 57,3 才］）中、面接が実施できたのは 24

例であり、面接が実施出来なかった事例については既存資料を使用した。

3. 「これまでの人生で最も辛かった出来事」（ｎ=20）：①戦争 16（再掲：捕虜＝3、追い詰められ

たこと＝3、遺骨がない＝1、一人で遺骨等の戦後処理＝1、飢餓＝1、その他）、②家族の病気と経

済的負担＝2、③離婚＝1、④バーに勤めたこと＝1

4．34 例にみる沖縄戦の影響（括弧内の数字は重複した数）

1) 身内（配偶者､親､子､同胞）の死亡、負傷等の直接的影響（30 例）：身内の死亡有りは 30 例（88.2%）、

死亡無し 1 例（疎開）。負傷 7 例のうち頭部の負傷 5 例。その他 3 例は戦後の新所帯。

2) 家庭問題等への直接・間接的影響（21 例）：非嫡出子の出産、離婚、家の継承等の家庭問題等。

3) 発病や症状等への直接・間接的影響（11 例）：①戦争が誘因となったと考えられるケース（8

例）、②戦争による家族問題が誘因となったと考えられるケース（3 例）

4) PTSD 様症状や不快な感情（19 例）：不快な感情とは、悲しみ、憎しみ、淋しさを意味する。

【まとめ】

１．これまでの人生で最も辛い出来事は「戦争」であると答えた人が大多数であった。

２．身内の死亡：対象 34 例中、疎開や戦後の新所帯を除く 30 例（88.2%）にみられた。

３．発病や症状・PTSD の疑い・家庭問題：戦時中は勿論、戦後においても身内の死亡や家庭問題が

時間の経過と共に様々に影響し、精神疾患の発病や誘因を生み出していた。

４．沖縄における精神障害者の高い有病率の一要因として、沖縄戦が影響しているのではないかと推

察される。

  以上、精神保健面からみれば沖縄戦は未だ終わっていないといわざるをえない。

3．「集団自決」の傷あと：宮城晴美（琉球大学）

※本報告については、報告者の体調不良により実現しなかったが、報告される予定であった内容の要旨を以下に掲載する。

 アジア太平洋戦争末期の 1945 年（昭和 20 年）3 月末、沖縄本島那覇市に程近い慶良間諸島（座間味村・

渡嘉敷村）で、住民の「集団自決」が起こった。この地域は日本陸軍の海上特攻隊基地にされ、その機

密保持の必要性から住民には厳しい監視の目が向けられていた。日本軍は住民の敵への投降や“捕虜”

になることを厳しく禁じ、捕まる前に「玉砕」するよう命じた。その結果、女性、子どもを中心に数百

人の犠牲を生むことになる。

座間味島で起きた「集団自決」は、米軍の上陸が合図となった。家族（親族）単位で防空壕に避難し

ていた住民に逃げ場はなく、はじめて目にする「鬼畜米英」を前に壕内はパニックになった。騒いだの

は、とくに女たちだった。子どもと一緒に自分を殺すよう夫や老父を急かした。「敵に捕まると女は強

姦されてから殺される。その前に玉砕を」という日本軍からの死の強要が、住民を極度の恐怖心に陥れ

ていた。カミソリ、ロープ、カマ……、生活用品はたちまち“武器”に変わり、男たちは妻子や老親、

姉妹を次々と手にかけていった。

瀕死の重傷を負いながらも、米軍に救助され生き延びた人たちに喜びはなかった。むしろ身内を死に

追いやったという苦悶につきまとわれるのである。妻子を殺してなぜ自分だけが生き残っているのか、
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家族は全滅したのになぜ自分は死ねないなど、戦後数十年経っても自身を責め続ける人たちがいた。ま

た、直接手を下した夫を「人殺し」となじり、息子を失った辛さ、悲しみを夫にぶつける女性の姿もあ

った。

心に傷を抱えた人は、何も「集団自決」の直接体験者だけに限ったことではなかった。祖父によって

父方の家族を亡くした戦後生まれの女性は、「殺人者」の血を引く自分を汚らわしくさえ思った。母は

戦争で亡くなった親族の供養のため毎日拝所をめぐり、親子のコミュニケーションは完全に喪失した。

20 歳を過ぎた頃から統合失調症を患うようになった兄は、会ったこともないオジーに「頭をかきむしら

れる」と苦しみ、祖父一家が「集団自決」をした防空壕跡に連日のように通い続け、数年後自ら命を絶

った。

国家による戦争ゆえに、さらに日本軍の駐屯ゆえに起こった「集団自決」であるにもかかわらず、当

事者はその責任を自身に、あるいは最も身近の愛する親族に向けていった。そして、戦争体験のない次

世代への連鎖も生じた。いったい、いつになったら「集団自決」の遺族に平穏な日が訪れるのだろうか。

4．沖縄戦後の精神障がい者と私宅監置について：上原立人（タカハシクリニック）

早稲田大学琉球・沖縄研究所の研究プロジェクト「沖縄トラウマの学際的研究」では、1966 年に沖縄

で実施された精神衛生実態調査の結果を参照しつつ、沖縄戦と戦後の精神障害の関連を検証してきた。

その過程で、①沖縄戦前の統計調査資料には沖縄県内の精神障害者が他県と比較して少ないこと、②

1950 年代以降に頻発した精神障害者による殺傷事件のような報道は戦前には著しく少ないこと、③戦争

による精神的後遺症に関する研究の多くはあくまで兵士に関するものであり、戦争・紛争地域の住民の

精神的影響に関する大規模な研究調査はかなり遅れていること、④その結果として、沖縄戦との関連で

戦後から現在に至る精神症状に関する調査と臨床研究は極めて少ないことが浮かび上がってきた。

それと同時に、⑤１９７０年代以降に各自治体が中心となり、戦争体験に関する聞き取り調査を行い、

住民の体験を自治体刊行物に出版している事、⑥ユタなどのシャーマニズムの中に沖縄戦に関わるトラ

ウマ治療を志向した痕跡があること、⑦近年のマイノリティやジェンダー研究、家族病理の視点から沖

縄戦研究が従来とは異なった手法で展開していること、⑧外傷性精神障害の臨床研究から、レジリアン

ス（外傷回復における柔軟性、しなやかさ）としての沖縄文化（歌と祭り、風習、言語、サブカルチャ

ーなど）の再評価があること、⑨沖縄の精神障害者福祉制度が法制度の違いから独自の展開を行なった

が、本土復帰後も自助的展開を呈していることなどに対する研究的対応が試みられてきた。

以上、同研究プロジェクトでは、戦後沖縄の精神症状に対する沖縄戦の影響を因果論的、直線的にみ

る視座から、より総合的、間接的、事後的な影響を加味する見地に立ち、地域社会や生活者としての沖

縄住民の体験に立脚して「沖縄戦のトラウマ」を再検討する調査研究を継続している。

本報告では、以上のような経緯を踏まえた上で、沖縄戦後の精神障害者への「私宅監置」を取り上げ

た。日本本土においては 1950 年の精神衛生法により廃止された制度であった私宅監置であるが、復帰前

の沖縄では多くの私宅監置がみられた。当時の沖縄においては、精神科病床数が入院必要数に対して絶

望的に不足していた状況があり、自傷他害の危険を有する精神障害者を拘束する苦肉の策として私宅監

置が行われていたのである。報告者は、私宅監置により拘束された精神障害者の事例を検討し、そこに

いかなる沖縄戦体験との関わりが見出せるかについて発表した。



─  112  ─

5．沖縄戦・語られない言葉：謝花直美（沖縄タイムス）

沖縄社会の中で沖縄戦の実相の継承が必要だという共通認識がある程度できた段階で、誤解をおそれ

ず言えば、報道は「より新しい」事実、「より無惨な」被害を追い求め、体験者の経験を「証言」とし

て切り取ってきたのではないだろうか。社会にとって「継承」のために常に体験を語ることをこわれる

存在、史実を明らかにする「証言」として記録されていく存在とされてきた戦争体験者にとって、報道

の聞き書きなど聞き手は「役立つ」証言に目がいってしまう。体験者から発されながら、これまで聞き

取られなかった言葉の中に、病を語る言葉があるのではないだろうか。

戦後 60 年の節目に、沖縄戦体験を掘り起こすキャンペーンを始めた際に、Ｍさん（当時 69 歳）から

連絡があった。インタビューで想定する時間が２時間であると伝えると、Ｍさんは「とうてい足りない」

という。その言葉に驚かされた。取材場所では、Ｍさんは足が痛いと言っていたが、すぐに立ち上がり、

戦場を逃げまどうような身振りをしながら語り続けた。当時９歳だったＭさんは、沖縄本島南部へ避難

する途中に母親と弟を、米軍に保護された後、収容地区で父親を亡くした。Ｍさんは封印してきた体験

を６時間余りに及び話した。その時の言葉、「湿った空気や夜中にざーっと降り出す雨。日常生活の中

で、目や耳、肌、五感で感じることが、沖縄戦の時と場所に連れていく」「生理の時の血のにおい。艦

砲にあたった母の姿が浮かぶ」という表現は、Ｍさんがこれまで生きてきた日常が沖縄戦と地続きであ

ることを示していた。記事を掲載するにあたり、家族と話すことで、子どもたちは幼いころ、母親が沖

縄戦の始まる３月ごろから体調が悪くなった理由を始めて知ったのだった。

 Ｍさんのように沖縄には、心のなかに戦争状況を抱えて、日常を生きる人の存在がいる。Ｍさんの家

族は母親と共に生きることで、沖縄戦の体験を記憶としてとどめていくのではないだろうか。また、沖

縄戦の体験が病として表れるなら、それをどのように私たちは受け止め、語っていけばいいのか。病を

起こす理由となった沖縄戦は今も、沖縄では終わっていない。終わらない戦争、米軍基地による軍事占

領の中で、病みながら生きる状況を、沖縄で続く暴力的状況を問い続けることを、病を語る言葉、断片

的な言葉、語られない言葉の中にこそ聞いていくべきではないだろうか。

■議論の内容

上記の報告を踏まえた上で、討論者の宮地尚子から、医療関係者、研究者、ジャーナリストがトラウ

マ的記憶の聞き手や受容者としての役割を果たすことの重要性と困難について問題提起があった。さら

に、戦争を生き延びた沖縄の人びとが精神的後遺症から回復するためにいかなる文化的装置を援用し、

日常的実践を見出してきたのかという問いかけがなされ、それに対して、北村は家族単位で試みられた

シャーマニズム的実践、上原は歌や笑いや幽霊話といったサブカルチャーの力、當山は自身の母親の身

体を通してあらわれる戦争の痕跡、謝花は戦争体験の聞き取りを契機として聞き手と語り手双方がエン

パワーメントされていった経験を例に挙げて応答した。

会場からは、まず、歴史認識に対する公権力の介入が戦争のトラウマを抱えた人びとにどのような影

響を与えるのかといった質問があり、それに対して宮地が、しばしば公権力によって被害者の記憶が否

定される問題について指摘した。他に、戦争による被害からの回復の過程で沖縄が置かれた特異な状況

の内実について訊ねる声があり、それに対して北村が、戦争の被害から立ち直る力を妨げられる暴力的

状況に取り囲まれてきた戦後沖縄の現実について言及した。
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パネル 34：引揚者からみる沖縄社会－植民地経験と「戦後」復興 

 

 戦後日本で活躍する人々が帝国日本の海外領土で働いていたという例は多い。しかし、

引揚者が復興期の沖縄ほどに重要であった例はないだろう。そもそも海外移民が多かった

沖縄では引揚者の割合も比例して多かった。沖縄戦により生活圏が戦場となったことで、

「戦後」の沖縄では、戦災を免れた帰郷者が貴重な人材となった。旧植民地から戻った彼

ら彼女らは、戦火によって様変わりした郷土に何を感じ、経済や文化の復興について如何

なるビジョンを抱き、米軍統治下で実際にどのような役割を果たしたのか。これらの課題

を議論するため、本パネルでは 3名の報告者と 1名の討論者を迎えた。「琉球独立論」、米

軍の文化政策、「日本復帰」運動、いずれも復興期沖縄の研究において定着したトピックで

はある。しかし、それぞれの歴史事象に引揚者が深く関わっていたという事実に改めて目

を向けることで、これまでの理解に新たな知見を加えることができた。旧植民地のおける

生活経験やネットワークは、帝国日本が崩壊しても「戦後東アジア世界の地下水脈として

生き続けていた」のであり、沖縄の「戦後」を立体的に描くには、これを探り当ててその

流れを辿るという作業が待たれている。以下は、各報告者と討論者による報告である。 

 

「沖縄の独立論の背景としての移民による戦後復興論－南洋群島再移民から南米移民へ」

浅野豊美（中京大学） 

本報告は、第 2 次大戦前に形成された南洋群島と沖縄県との移民送出を通じた社会的結

合関係が、第 2 次大戦によっていかに切断されたのかを論じ、また、帝国的秩序が崩壊し

た後も、そこで作られた人間の体験や人的な関係は、戦後東アジア世界の地下水脈として

生き続けていたことを述べた。 
1950 年の後半、アメリカの施政権の下に置かれていた沖縄からは、同じくアメリカの信

託統治に置かれていた旧南洋群島への「再移民」を求める請願が行われていたが、同時期

の日本政府の見解では、「地理的関係から云っても同地域への移民が許可されれば沖縄移民

問題の解決に大きなプラスとなる」ため、「沖縄側は各種のルートを通じ九回に亘り米当局

に対し同地域への移民再開許可を要望し続けている」ことと、「一九五四年五月ウィルソン

国防長官が来沖の際、「琉球側に移民希望者数を尋ねた上『問題は決して困難なものではな

い。米本国では勿論、出先機関でも研究させる。又必要により日本にも研究して貰うべき

である』と好意的態度を示し」たことが報告されている。 
戦後の沖縄の復興をいかに進めるかという問題を考慮するにあたっても移民が重要なフ

ァクターとして位置付けられていたことがわかる。基地なき沖縄のあり方を考える上で、

歴史的にも移民問題は重要な鍵である。戦後における沖縄人の移住先としても、戦前に沖

縄人が多数居住した旧南洋群島地域が注目されていたことを示しており、琉球政府社会局

移民課が作成した「沖縄移住連絡会議の議題に対する解説」（1958 年 7 月 7 日）でも、「年

間二〇〇〇名程度を南洋群島と、東南アジア諸国へ送出する道を開きたい」との方針が示

されていた 。 
戦前の沖縄の社会経済は、大量の移民を島外に送り出すことで島の内部での人口圧力を

緩和し、更に、移民たちから送金を受けることで貿易収支上の赤字を補うという基本構造

のもとに存在していた 。第 2 次大戦終結により、日本帝国の旧外地に居住していた日本

人は、沖縄住民も含めてことごとく強制引揚を命じられ、沖縄に直接、もしくは日本本土

を経由して、台湾・南洋群島・旧満州から、約 7 万人から 10 万人が引き揚げた。一方、

パネル34
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引揚者の帰郷とは裏腹に、沖縄島にアメリカ軍基地が設営され耕地面積の 3 分の 1 が接収

されたことにより、沖縄島での人口圧力は極度に高まり、約 40 万人の人口の 10％を越え

る 4 万人余の住民が、1950 年代前半には移民を希望することとなっていた。 
移民とその送金に依拠する社会経済的土台が、第 2 次大戦をはさんで、戦後の沖縄をめ

ぐる統治のあり方に大きな影響を及ぼしていたことが、以上のような単純な数字からも窺

うことができる。戦後の沖縄に設営された米軍基地が沖縄社会にもたらしたインパクトや

「本土復帰」運動の登場の背景は、移民というヒトの移動を含む社会経済的視点を踏まえ

てこそ、より長期的な視点から戦前と戦後をまたいで論じることができると考えられる。

また、戦後の沖縄社会の歩みを、地域や世界の構造的変容の中で論じる意味でも、こうし

た社会経済的な視点は欠くことができないと考えられる。 
 
「親日であれ親米であれ我が郷土―植民地台湾と米軍政下琉球の沖縄人文化行政官」 

泉水英計（神奈川大学） 

琉球列島の施政権者となった米国が、親米感情の醸成に努め、沖縄社会の非日本化という再

方向付けをすすめたのは確かである。日本という束縛を解かれた住民からは、封印してきた独自

性を賞揚した軌を一にする動きがあったが、戦災復興の相対的な遅れが確認されると、日本への

復帰を目指す運動が起こり、次第に米軍と対立するようにもなった。並存する対照的な志向を受

けて、沖縄人およびその文化の考究は政治的な意味合いを強く帯びる。けれども、一方は親米派

による非日本的な要素への着目、他方は親日派による日琉同祖の例証という二極化を念頭にお

いた理解は単純にすぎるようだ。

川平朝申（1908-1998）は、戦災復興期の文化行政官として、沖縄芸能の再起、史蹟の保護、

図書館の再建、そして放送局の設立に多大な貢献をしたことで知られる。十全な活躍を可能にし

たのは、琉球史の啓蒙活動を通じて獲得した米軍担当者からの厚い信頼だった。しかし、戦時召

集を挟んだその直前には彼は、植民地下の台湾で日本人学者たちに沖縄の歴史と民俗を紹介

することに努め、文化人類学の訓練を受けて自らも参画した台北の沖縄研究ブームを演出してい

た。在台日本人社会で沖縄人には出自隠しが横行していたが、琉球士族の末裔としての自尊心

から、このような自己否定的な態度を覆そうとした行動である。川平が描く本土とは異なる歴史と

文化は、日本時代でも識者からは高く評価されていたのであり、であれば、戦後についても、離日

を狙った米軍の情報宣伝とは異質なものであったと理解すべきである。

 日米開戦直前の川平は更に、台湾総督府職員として漢族系台湾人にたいする文化行政にもか

かわっていた。日支事変を機に道教寺廟や伝統芸能が性急な弾圧を受けていたが、彼はこのよ

うな政策に昂然と反対する。けれども、それは帝国日本という枠組みへの批判に通じるものではな

く、皇民化を達成するにはむしろ自発的な協力を引き出す必要があるという認識からであった。同

時期に沖縄で起きていた「方言論争」に触れて彼は、自己実現の手段として標準日本語の熟達

を推奨する一方で、方言の劣等視を強く戒めている。このような言動に共通して示された考えは、

支配的な政治体制へ社会的少数者が順応することは咎めないが、その際に少数者の文化的尊

厳が汚されてはならないというものである。台湾人であれ沖縄人であれ重要なのは自集団が継承

する文化遺産が正当に評価されることであり、日本への同化の是非とは別次元の問題であった。

 植民地台湾での活動は、米軍統治下にあっても矛盾や葛藤を抱えることなく延長される。文化

的な自尊心が脅かされないのであれば、それが日本文化の一部か否かという議論は、彼にとって

副次的あるいは皮相的な問題にすぎなかったからであろう。
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台湾教育経験者たちによる沖縄の「戦後」復興への取り組み 

大浜 郁子（琉球大学） 

近代日本による戦前の台湾と沖縄への教育政策の連関について、沖縄での教育政策が台

湾の先行モデルとなったこととは逆に、台湾の植民地教育が沖縄へ影響を与えたことにつ

いても実証的な研究を進展させる必要がある。よって本報告では、沖縄出身の台湾総督府

台北師範学校の卒業生を中心に、彼らが台湾でどのような教育を受け、終戦と引揚げを経

て、沖縄の「戦後」復興にどのように携わったのかについて論じた。いうまでもなく「戦

後」の沖縄は、沖縄戦で多くの教師となるべき師範学校生を失い、教育の「戦後」復興に

関して教師の確保は急務であった。そのため、終戦により台湾から沖縄へ引揚げた台北師

範学校をはじめとする各地の師範学校を卒業した沖縄出身者たちは、教師として沖縄での

教育の「戦後」復興に携わった者が多かった。 

台北師範学校を中心に検討したのは、新資料である日本統治期の同校の学籍簿が現存し、

卒業した沖縄出身者を抽出できたからである。また、日本統治期台湾で師範学校は、台北

の他にも（統廃合などの変遷はあるが）台中、台南も設置されており、台北師範学校の沖

縄出身卒業生の総数を明らかした後に、順を追って各師範学校の沖縄出身卒業生を抽出し、

将来的には日本統治期台湾における沖縄出身の師範学校卒業生の総数を明らかにするため

の、いわばフォーマットを作成することも本報告の目的の一つであった。 

本報告では、まず、学生簿調査の結果、明治期から大正期（1896年-1926年）までの台

北師範学校の沖縄出身者の卒業者数を算出し、総数が 21名であることを明らかにした。学

籍簿の「内地人」「本島人」と区分された卒業者全体の中から沖縄出身者を抽出する作業は、

改姓改名した者や本籍を変えた者（両方を行った者もいる）が存在するため、極めて困難

な作業ではあるが不可能ではないことを確認し得た。次に、台北師範学校での台湾教育経

験者として、教育受容者である名城政雄（1899-1973）と教師であった屋良朝苗（1902-1997）

を紹介した。学生簿と教育歴から名城の台湾教育経験の一端を明らかにし、「日本復帰」の

顔といわれる屋良の同校で教師としての台湾教育経験を改めて確認した。そして、異なる

台湾教育経験をもつ彼らが、「戦後」の沖縄で、名城は大学進学予備校と私学教育の振興、

屋良は米軍統治下の教育「復興」運動から教職員会長として「日本復帰」運動へとそれぞ

れのスタイルで沖縄の「戦後」復興へと携わった点についても指摘した。 
本報告で行った考察は、次のような意義をもつと考える。一つは、戦前と「戦後」復興

の教育の連続性（教育内容ではなく、人材としての教師の連関として）を明らかにするこ

とにつながる。米軍統治下の沖縄で、台湾教育経験者たちの多くが教育の「戦後」復興に

従事したが、その実数はどのくらいであったのか。教育政策の策定に携わる人材はどの程

度いたのか。米軍統治下の沖縄での教育政策に台湾教育経験を活かすことはできたのか。

これらの考察を通して、戦前と「戦後」復興の教育の連続性を明らかにすることができる。 
もう一つは、戦前から戦中にかけての台湾教育経験者たちは、沖縄出身で沖縄以外の地

域、特に「最も近い外部である台湾」から、沖縄を見つめることができた人々である。沖

縄出身の台湾教育経験者たちの教育への関与は、「外から沖縄を客観的にみることのできる

沖縄人」の存在という意味で、沖縄の「戦後」復興に重要な役割を果たしたといえる。特

に、屋良に代表されるように「復帰」運動において、なぜ沖縄の「独立」を指向するので

はなく日本への「復帰」であったのか。この大きな問いを考える際に、屋良の台湾での植

民地教育の経験は無関係ではないだろう。植民地台湾で教育に従事することは、否応なく

「日本人」としての教育を行うことである。この経験の故に、「戦後」沖縄の日本という国
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家への「復帰」を指向することになった可能性は指摘できるのではないだろうか。 
日本統治期台湾で、「一等国民は「内地人」、二等国民は琉球人、三等国民は本島人」と

象徴的にいわれた軋轢の中で生きた沖縄出身の台湾教育経験者たちは、「戦後」の米軍統治

下の沖縄で、新たな軋轢（「沖縄人
ウチナーンチュ

の心とは」と問われて、「大和人
ヤマトンチュ

になりたくてなれない

心」と答えた元沖縄県知事西銘順治の言葉に象徴的であろう）の下で生き、教育に携わっ

た者たちである。彼ら彼女らが生き抜いた「戦後」とその復興への道がどのようなもので

あったのか。台湾教育経験者たちが沖縄の教育の「戦後」復興に果たした役割の全体像を

明らかにすることは、今年「復帰」40 周年を迎えた沖縄の現在地を知るために重要である。 
 

＜討論＞ 陳泌秀（ソウル大学） 
今回 3 名の先生の発表は戦前台湾と南洋群島に住んでいた沖縄人引揚者が戦後復興にど

のような役割をはたしたかを理解するのに大変意義のある研究成果である。3 名の発表が

それぞれ異なる事例を報告したので、私はそれをまとめるため、沖縄の事例を韓国（朝鮮）

の事例に照らしてみた。1972 年日本に復帰した沖縄と、1945 年日本から独立し、1950
年の戦争を経て分断された韓国は現代史の相違によって以前の経験を解釈する見方も違っ

てくる。また、アメリカと日本の影響は共通しているが、それに対する韓国人と沖縄人の

反応は異なり、この相違が戦前移民と引揚者に対する解釈にも相違をもたらしている。つ

まり、親米、反米、親日、反日、独立、民族などは韓国と沖縄に同じく重要な問題である。 
戦前外国に移住した人々に対して、移民という言葉を使うことができるが、戦前の独立

運動や戦後民族主義の影響で韓国では強制連行や亡命という言葉がある。戦前移民者の働

きを理解するのに階層の要因を考えるべきあろう。韓国では、政治家、知識人、労働者な

どの移民がそれぞれ違う意味を持つと解釈される場合がある。また引揚者も戦後復興にお

いて階層によって異なる役割を果たしたと考えられる。沖縄においても政治家、知識人、

専門家、技術者、教育者、労働者など、様々の階層と職業を持つ人々が多様な地域に移住

し、引き上げてからもそれぞれの役割を果たしただろう。 
戦後まもなくは親米と反日は自然な現象であったといえる。しかし、植民地時代の名残と

して帝国日本に仕えた行政官、技術者、教育者の重用は米軍政が決定したことで、やむを

えないことでもあった。沖縄においては米軍政による琉球独立の方針が一時検討され、南

洋群島への再移民にもつながった。1950 年代には民衆の希望や少数の政治家・知識人によ

って琉球独立を目指す動きもあった。しかし、なぜ沖縄においては本格的な独立運動が起

こらなかっただろう。また強い反米感情の中で、日本復帰論はどうやって大勢になっただ

ろう。今回の発表では、こうした沖縄現代史の流れの中で引揚者の役割を考えることがで

きた。台湾出身者には教育者や技術者が多かった。台湾出身者の戦前の成功経験は沖縄の

戦後復興に重要な貢献をしたはずである。どころで、その成功経験というのは日本人意識

を内面化するのにつながっただろうか。また戦後沖縄の人々に親日意識や復帰論を強める

要因のひとつになっただろうか。このように日本人として成功した経験を持つ沖縄引揚者

にとって、日本復帰は実用的選択だったのか、文字どおりの祖国復帰だったのか。 
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パネル 35：琉球列島先史学最前線 
 

世界の中の琉球列島先史・原史時代：島の先史学から 
高宮広土（札幌大学） 

報告概要 
 琉球列島の先史・原史時代を世界的なレベルでみると、人類史に大きく貢献し得るデータが存在する

ことが近年明らかになりつつある。まず、更新世にヒト(Homo sapiens)がいた島という点である。ヒト

は今から 10〜20 万年前にアフリカで誕生し、４/5 万年前にはユーラシア大陸およびオーストラリア大陸

に進出し、１万年〜２万年前に北米の最北端から南米の最南端まで拡散した。この事実は、ヒトという

生物の適応能力の高さを示す物である。これほど適応能力の高いヒトでも島嶼環境を克服することは至

難の業であった。実際、世界的にみて更新世にヒトのいた島はほんの一握りである。しかし、琉球列島

では、南島北部圏、中部圏、および南部圏から更新世に属する遺物・遺構あるいは化石人骨が報告され

ている。更新世にヒトが存在した島として世界的に珍しいと考えられる。 
 次に琉球列島のような島々に狩猟採集民が存在したという島も世界的には類例が少ない。狩猟採集民

の存在した島も報告はされている。しかしこれらの島々は、「面積が広い」「大陸あるいは大きな島に近

い」「大型海獣が利用できる」「母集団からの食料となる動植物の持ち込み」およびこれらの組み合わせ

で特徴づけられる。琉球列島、特に南島中部圏においては、これらの特徴はみられない。しかしながら、

100 年以上の考古学的調査の歴史があるにもかかわらず、家畜動物はイヌのみであり、今のところ栽培

植物は検出されていない。すなわち、先史時代においてこれらの島々には狩猟採集民が存在していた可

能性が高い。 
 第三番目に「狩猟採集から農耕への変遷」があった島も世界的には知られていないかもしれない。ヒ

トにとって狩猟採集で島嶼環境に適応することは困難な事であった。実際、地中海の島々、オセアニア

の島々およびカリブ海の島々に植民した人びとは農耕民であった。すなわち、これらの島々には狩猟採

集の時代は存在しない。また上述した特徴を持ち、狩猟採集民が存在した島々では農耕へと変遷するこ

とはなかった。 
 第四番目に「狩猟採集のバンド社会から国の形成」まで社会組織の変遷のあった島としても世界的に

貴重である。狩猟採集民の存在した島々では、首長社会まで出現したという島も報告されているが、さ

らに国のレベルまで進化することはなかった。一方、国が成立した島々では、狩猟採集民のバンド社会

は存在しなかった。このテーマおよび上記の狩猟採集から農耕への変遷は、人類学および考古学では最

も重要なテーマである。それゆえ琉球列島先史原史時代のデータは、理論的にも人類学や考古学に大変

大きく貢献すると思われる。 
 最後に、琉球列島の先史・原史時代においてはヒトと自然環境が調和した可能性が近年指摘されてい

る。島の環境は大変脆弱で、特に人間集団が適応すると環境破壊あるいは劣悪化がおこると言われてい

る。実際、多くの島々ではヒトの集団の植民後、多くの動物種が絶滅し、環境破壊が起こったことが報

告されている。しかしながら、琉球列島の先史時代において、今のところヒトが環境に影響を与えたと

いうデータは存在しない。 
 
 

パネル35
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琉球列島の更新世人類をめぐる最近の展開

藤田祐樹（沖縄県立博物館・美術館）

報告概要 
 琉球列島からは、複数の更新世人骨が発見されており、更新世から現在にいたる人類史を人骨で検証

しうる貴重な地域である。琉球列島の人骨を概観すると、まず、日本人の基層集団として重要な要素で

ある縄文人については、琉球列島の貝塚人は、本土縄文に比べ小柄で短頭・低顔の傾向が強いなど琉球

列島特有の傾向があるが、基本的には縄文人の地域集団と認識されている。 
本土日本では、渡来系弥生人の出現により西日本を中心にヒトの形質が変化していくが、琉球列島で

は、ヒトの形質が変化するのはグスク時代の初期ごろからであり、長頭で歯槽性突顎が顕著で、貝塚人

よりやや大柄で頑丈な個体が認められるようになる。グスク時代は社会も大きく変容する時期であり、

ヒトの形質変化は本土日本からの移住の影響と考えると理解しやすい。しかし、中世に頭骨形態が長頭

化する現象は日本列島全域に認められる変化であり、本土日本からの移住を想定する必要はないとする

意見もある。本土日本では、中世位後、頭骨形態は一転して短頭化してゆくが、この時期に大規模な外

部からの渡来があったとは考えにくいため、頭形態の変化は姿勢など生活習慣の変化と深く関連すると

いう考え方が根強くある。すると、琉球列島のグスク時代における長頭化も、文化の変容に基づく生活

習慣の変化と関連する可能性も否定できなくなる。今後、人骨形態から系統の連続性を検証し、いずれ

の仮説が正しいか検討していく必要があるだろう。 
 時間をさかのぼって、更新世と貝塚時代の連続について考えてみると、従来、約 1 万 8 千年前の港川

人と本土縄文人では、頭骨形態は一部に類似性があるものの、四肢骨形態は異なることが指摘されてい

た。こうした問題に対して、最近、本土縄文人の比較資料を充実させ、CT などの最新技術も使いながら

従来の線計測法では評価しきれなかった細部形態を検討する研究成果がいくつも発表されている。それ

らの結果によると、下顎骨や眉間部の隆起、歯の歯根部、脳頭蓋のエンドキャスト（内腔の形態）など、

頭骨各部の形態において本土縄文人と港川人は異なるという。貝塚人も縄文人の地域集団とみなすなら

ば、こうした結果からは、港川人と貝塚人の連続性も慎重に検討すべきかもしれない。

 更新世と貝塚時代の連続性に関する別の問題として、両者の間をつなぐ遺跡の不在もある。しかし、

石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡からは、約 2 万年前ごろの人骨の新資料が発見されただけでなく、約 9
千年前の地層から多量のイノシシ骨とともに石器の可能性が高い石が発見されており、先土器時代の未

知の文化層である可能性も高いと考えられている。沖縄島の南部からも、最近、約 9 千年前と考えられ

る土器が発見されており、沖縄県全域にわたって、こうした新発見が今後も続く可能性は十分にある。

新資料の充実とともに、更新世と縄文時代のヒトと文化の連続性は、さらに明らかにされていくだろう。 
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貝塚時代の社会変化：交流・交易品を判断材料として 

新里貴之（鹿児島大学・埋蔵文化財調査室） 

 
報告概要 
 狩猟採集社会であった貝塚時代（高宮 2005）の社会変化について，主に交流・交易の観点から検討す

る。 

貝塚時代前Ⅰ期には，南島爪形文土器文化が定着するが，その起源についてはよく分かっていない。

その後は条痕文系土器文化（前Ⅱ期）、隆帯文形土器文化が継続する（伊藤 2000）。前Ⅰ～Ⅲ期までは，

石匙が 1 点確認できるものの，主として，南島の在地土器文様に影響を与える九州系土器と，大隅諸島

にいたる南島土器の一部の交流である。 

貝塚時代前Ⅳ・Ⅴ期になると，対外的には，南九州系の土器が多量に搬入され，南島の土器形態に影

響を与える。南島土器も一部が九州までもたらされている（伊藤 2000）。石器石材としては，佐賀県腰岳・

針尾産黒曜石や（小畑ほか 2004），糸魚川産ヒスイが沖縄諸島までもたらされる（新里 2007）。これはよ

り良質の石材が広域に拡大することが背景となっている。この時期，堅果類貯蔵施設もあらわれ，一定

領域を占有し続ける拠点的集落が形成されるが，集落間の格差は明瞭ではない。 

 貝塚時代後期前半になると，ゴホウラ・イモガイ交易が活発化する。ゴホウラ・イモガイを供給した

沖縄諸島では，ゴホウラ・イモガイを多量に集積できる集落遺跡に，交易品が集中してもたらされる。

貝集積のみ，製品のみ出土する小集落遺跡も確認され，この交易品の偏りと貝輪製作の集落間の分業体

制は，交易に際して集落間格差が生じた可能性が指摘される。その後，オオツタノハ貝輪の九州地域に

おける流通化に成功した大隅諸島が，再び沖縄イモガイ貝輪流通を担いながら，沖縄ゴホウラを自己消

費するといった，南島と九州以北との交易の窓口（交易拠点）となって台頭する。特定個人と子どもの

厚葬が確認され，拠点集落の形成と社会の複雑化が生じていた可能性が指摘される。（新里 2009）。 

 貝塚時代後期後半になると，「ヤコウガイ交易」が開始される。その見返りとして，奄美諸島には鉄製

品・鉄関連遺物が，沖縄諸島・先島諸島には開元通宝が主体としてもたらされている（木下 2000，高梨

2005）。奄美諸島では在地土器のみ，「ヤコウガイ大量出土遺跡」，土師器・須恵器の出土する遺跡が共存

し，「ヤコウガイ大量出土遺跡」に鉄器類が多くもたらされている傾向にあるという，集落間格差が想定

されている（高梨 2010）。 

 以上，交流・交易活動からみた貝塚時代の社会変化は，主に九州以北との交流によって散発的に文化

変化の契機がうながされた貝塚時代前期と，大規模な貝交易活動（供給－消費）によって社会的な集団・

個人の格差が生じた貝塚時代後期に区分される。しかし，貝塚時代後期のそれは，消費地の必要貝種の

動向に大きく左右されるもので，南島側では必然的に貝の生息地によって交易の主要供給地が変化する

ことになり，各島嶼部の社会変化の浮沈にもつながった。これは「定着備蓄社会」ではない狩猟採集社

会であったことも要因のひとつであると考えられる。 
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グスク時代の３つの画期 
瀬戸哲也（沖縄県立埋蔵文化財センター） 

 
報告概要 
 日本本州の中世に相当する 11 世紀後半～16 世紀代を沖縄考古学ではグスク時代と称している。近年

の調査成果により、この時代を大きく３つの画期に分けることができる。 
 第１の画期は 11 世紀後半で、中国産白磁碗、徳之島産カムィヤキ須恵器、長崎産滑石製石鍋、そして

石鍋模倣の在地土器が、琉球列島全域で出土するようになる。これまで別の物質文化を有していた琉球

列島が、この時期になると共通性がもつという大きな画期である。この時期の代表的な遺跡として、喜

界島城久遺跡群があり、９～10 世紀は越州窯青磁や土師器・須恵器など大宰府など役所的な場の遺物が

出土し、11 世紀後半～13 世紀には規格性のある建物群が展開している。この遺跡群は、大宰府など九州

地域を出自とする集団「殖民倭人」の集落跡で、彼らが琉球列島全域に影響を与えたという考えがある。

しかし、沖縄本島においては確かに９～10 世紀の同種の遺跡は見られていないが、11 世紀後半には遺跡

の集中度は弱いが同様の集落跡が見られ、陶磁器・石鍋も多く出土している。また、喜界島に多い土葬

した遺骸を再度火葬にする「焼骨再葬」墓が、沖縄にはなく屈葬姿勢の土葬墓が主体ということ、沖縄

で主流の植栽痕による畑が喜界・奄美では見られていないことと、両者で違った要素がある。これらの

ことから、喜界島の人々が琉球列島に影響を及ぼしたとしても彼らだけでなく、色んな地域の人々が関

わったものであろう。 
 第２の画期は 13 世紀後半で、中国産陶磁器の出土状況より九州から琉球列島を経由し福建に至る「南

島路」交易がこの時期には一定のルートとして機能しており、一方遺跡としては丘陵上にグスクなどと

称される城館・城塞的遺構が展開する。前者に関係した人々を考える資料として、樺番城窯系須恵器が

少量だが出土しており、この窯は文献史料により禅僧らが中国へ行く際に出発地とした肥後高瀬に近接

することが挙げられる。また、この高瀬は鉄生産地でもあり、この時期より多く出土し始める鉄鏃・鉄

刀・鉄釘などの鉄製品と何らかの関係しているのではないかと考えている。「南島路」交易の発展が、後

に按司などと称される領主の拠点としてのグスクが展開していくと推察している。 
 第３の画期は、14 世紀後半で、琉球列島での陶磁器の出土量がさらに多くなり、日本に運ばれたと思

われる陶磁器の存在が指摘できる。それに合わせて、13 世紀後半から部分的に形成され始めていた首里

城と那覇港が、14 世紀後半に非常に大規模な土木工事が行われまた日本・中国だけでなく東南アジアの

陶磁器等の遺物が出土するようになり、まさに琉球王国の中心となっていくのである。さらに、15 世紀

代になると、寺院の造営、梵鐘の鋳造、天目の大量出土、日本の茶道具である瓦質風炉など仏教的な遺

物が明確に見られ、より直接的に文献史料で描かれる琉球で活動する禅僧・日本人の姿が見えてくるの

である。 
 今後の課題として、今回は沖縄本島を中心とした報告だったが、琉球列島各地域の様相をさらに検討

していく必要がある。 
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パネル 36：自由論題 沖縄戦 
 

日本軍政下における沖縄漁民一家の出漁と戦争体験―フィリピンを中心に― 
加藤久子（法政大学沖縄文化研究所） 

 
〔報告の概要〕 

沖縄本島の糸満漁民が一網打尽に魚類を追い込む大型追込網漁（アギヤー）を生み出したのは、

明治中期のことであった。潜水による大型漁法を武器とする糸満ウミンチュの一家は、日中戦争全

面化のなかで「南進政策」という国策のもと、大東亜共栄圏確立の尖兵としてフィリピン、シンガ

ポールへ送り出されていった。 
「海の生命線」「南方発展の前進基地」として、国防国家建設に重要な地として強調されるものの漁

民一家は日中戦争、太平洋戦争、第二次世界大戦へとのみ込まれていく。 
★「南方占領地行政実施要領」をたずさえて 
東南アジア地域への占領計画、軍政の教本ともいうべき「要領」は、現地で物資を獲得すること、

占領地の自治回復、国防資源の急速獲得が三原則であり、日本の緒戦は連勝だった。1941 年 12 月

8 日、アメリカの海軍基地ハワイの真珠湾を奇襲し、米英に対し宣戦布告をした日本国は、「比島攻

略作戦」どおりに半年足らずで東南アジアのほぼ全域を制圧するが、それは無残な敗戦に転落する

始まりに他ならなかった。機動力を失った日本軍にとって、長期自給が主たる目的となった。第十四方

面軍は 1944 年 12 月 15 日「北部ルソン三大拠点」構想に着手した。 
★ミッキーマウス・マネーと呼ばれた軍票 

日本軍は、各占領地で軍票（軍用手票）を発行した。フィリピンではペソ軍（1.5.10.50 センタボ、

1.5.10 ペソ）の占領紙幣を発行。乱発される軍票はインフレを増大させ、物価は 100 倍に騰貴、軍

票は機能を失い「ミッキーマウス・マネー」と揶揄される。 
★抗日ゲリラと敗戦への道 
物資獲得を目標とする占領作戦は民衆の反感を増強していく。フィリピンの民衆、とくに有識者

階級はマッカーサーの「I shall return」の日も遠くないことを悟って暗躍し、フィリピンの行政は

困難に陥っていた。在留邦人はマニラを逃れ、北部ルソンの山中を逃避行。ゲリラの攻撃と米軍の

爆撃に襲われながら、いくつもの峠をこえて夜道を北上する。山中での出産もあった。小さな命は

持ちこたえることはなく母の背中で冷たくなっていった。 
〔議論の内容〕 
「沖縄の糸満漁民が国策により東南アジア各地に送りこまれた実態は知らなかった」というのが、

会場の意見。間違いなくこの無謀な戦争は、大日本帝国の判断のあやまちと権益を守るための暴走

によって多くの犠牲者を生んだ。ここでは国策として移民を推し進められた糸満漁民に焦点を当て

た。過去の歴史が犯した事実を現在に照らして問い直すための検証でありたい。 
 
 
 
 

パネル36



─  130  ─

死の公認/非公認をめぐる境界と発言の不安定性について 

 

高 誠晩（京都大学文学研究科社会学専修博士後期課程） 

 

沖縄戦では、戦闘員/非戦闘員（民間人）が戦闘に巻き込まれ、夥しい死者が発生したといわれてきたが、

それらの死者の中で戦闘員の戦死者のみを限定して戦後処理の枠組みに位置づけるための法制度が、

戦傷病者戦没者遺族等援護法である。当初、同法は米軍統治下であった沖縄を対象外としていたが、

1953 年には「沖縄の特殊事情」が認められ、それ以後「拡大適用」を重ねてきた。同法のもとでは、戦時の

事件空間を構成した加害側と被害側すべてが一つの法を通して扱われるが、戦死者に対する位置づけ直

しのための公的試みの一環として、同法によって公認された特定の死者とその遺族には、経済的な支援が

施されている。 

本報告は、沖縄戦によってもたらされた大量の異常死をめぐる再定位のプロセスを検証し、死の公認/非

公認を分ける境界と、それをめぐって展開される折衝と交渉のポリティクスを、そこに順応あるいは抵抗する、

生者たちによる実践から検討しようとするものである。このような死の境界は、同法のもとで公認された死を

均質化しつつ、一方では、同法によって公認されなかった死を新たなタブー化された死へと序列化させる。

そして、この差異をつくり出す政治は、戦後沖縄社会で生者たちに対して、死の公認/非公認という二者択

一を迫るものとして機能してきた。生者たちにおいては、法がつくり出した境界の内外を行き来しながら、記

憶の中の死者と自分の経験を「改変」しなければならないケースが少なくなかったのである。 

生者たちは、死の境界をめぐって行われる多様な折衝と交渉に順応または抵抗し、死の公認（公的領域

での死者の居場所、モニュメント上の刻銘、「遺族会」という生者のコミュニティなどへの参画）を得るために、

自身の体験の発言や記述をめぐって多様な戦略を試みなければならなかった。あるいは、最初からそのよ

うな境界の秩序を相対化しつつ、一連の戦後処理政策と距離をおいてきたのである。 

このような事象は単なる戦後沖縄社会に限定されているのではない。例えば、20 世紀中葉に東アジアの

島嶼地域で行われた諸紛争についての克服への試みとして、台湾二二八事件や済州 4・3 事件（韓国）に

ついての過去清算においてもかつての大量の異常死についての再定位のプロセスが類似に展開されてい

るといえよう。報告の後、フロアからの質疑に対して、このような紛争後社会における大量死の意味づけに

ついて敷衍的説明を加えた。 
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「語り継ぎ」という行為の可能性 ─沖縄「平和ガイド」の語りを手がかりに－ 
吉田 直子（聖心女子大学大学院） 

①報告の概要

 他者に接するとき、我々はその他者の他性を、自分の既存の認識世界の中に位置づけることでしか認

識することができない。このとき他者を自分の理解のうちに包摂してしまうという認識論的暴力が発動

される。他者に近づくがゆえに発動される暴力、ここに他者理解のアポリアがある。 
 この構造は、非当事者による沖縄戦の語り継ぎの場にも当てはまる。なぜなら語り継ぎとは、他者で

ある当事者の記憶を聴きとった非当事者が、自分の言葉を介して別の他者へ伝えていく行為だからであ

る。そこで問題になるのが語りの正統性、具体的には非当事者には語る資格があるのか、また非当事者

の語りが当事者の語りを歪めるのではないか、ということへの問いである。 
 本報告では、平和ガイドへのインタビューを通じ、これらの問いに対する彼らの多様かつ多層な声を

共有しつつ、「語り継ぎ」という行為の意味を考察した。まず語り継ぎを実践する彼らは、複数の当事者

の記憶を聴き、かつその過去の記憶を現在との関わりの中で捉え返すことのできる立場にあるため、あ

る状況をより俯瞰的、多面的に語ることが可能な存在であった。また彼らは、異種混淆な当事者の語り

の束を前に、その内容を厳密に伝えるというよりはその語りに込められた当事者の思いを推し量り、そ

れを伝えようとしていた。すなわち彼らは、多様な「語られた語り」を聴きながら、同時にその語りと

語りの間にある「語られなかった語り」をも聴きとろうとする、まさに「小さな物語を紡ぐ」（屋嘉比, 2009）
ことを実践する人々であることが確認された。 
 さらに「語り継ぎ」は、当事者の語りと非当事者との間に対話を迫る。語られたものと語られなかっ

たもののずれ、当事者と自分の間の認識のずれなど、他者の語りに触れることで生じるひっかかりや疑

問は、現在の自分の生活を捉え直す契機にもなり得るためである。その疑問に絶えず応答し続けること

が、自らの語りに「命どぅ宝」を託した当事者の思いに迫ることであり、ひいては我々自身が「生きる」

ことへとつながっていく。そのような沖縄戦の語り継ぎの実践を通じて、既存の概念枠を括弧に入れて

物事を捉え返したり、“正統なもの”から常にずれゆくもの、こぼれ落ちるものに目を向けることによっ

て展開される「脱中心化」の身ぶりを、未だコロニアルな状況下に置かれた沖縄という場所から発信す

ることの意義は非常に深く、またそのことがもたらす可能性は、あらゆる人々にとって大きな示唆をも

たらすのではないだろうか。 
②議論の内容

 フロアからは、都内で戦跡ガイドを実践しておられる方から、非当事者であるガイドは当事者と非当

事者の分かりあえなさをつなぐ存在であり、同時にその課題を引き受ける存在である、とのコメントが

あり、沖縄の平和ガイドの声との連関性が指摘された。また平和ガイドの活動に詳しい司会の北村氏か

らは、以前ある平和ガイドからかけられた「証言の海に溺れなさい」という言葉を引き合いに出しなが

ら、当事者のリアルな身体感覚を伴う／どうしても語らなければならない／切迫感のある言葉を、非当

事者である我々がどう引き受けていくかが問われている、と語った。さらに報告者は今回、“沖縄戦を「語

り継ぐ」”ことに焦点を置いたのだが、例えば語り継ぎの実践によって当事者の語りが非当事者によって

開かれていく過程を通じて、非当事者も広い意味での沖縄戦の当事者になっていくのではないか、また

そのことで“「沖縄戦」を語り継ぐ”ことの意味を考えていくこともできるのではないかという重要な示

唆もフロアから寄せられた。
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パネル 37：越境する沖縄関係資料－資料収集・公開・共有を目指し過去から未来 へ

報告の概要

 このパネルでは欧州、北米、ハワイ、沖縄に拠点を置く図書館・公文書館の情報専門家が各地域における

沖縄関係資料の構築、管理、公開への取り組み、現状、そして直面する課題と今後の展望を報告した。以下

は其々の報告概要および議論内容概略である。

『欧州における沖縄関係資料』タイトラーイズミ、オックスフォード大学ボドリアン図書館附属日本研究図

書館長：500 年に亘るアジアと欧州の交流は様々な興味深い史料・文献を生み出した。配布資料の表１にみら

れるように、沖縄関係の主要資料は 16 世紀のポルトガル・スペインの大航海時代からイギリス・オランダの

東インド会社関係の航海記録、18-19 世紀来琉者の琉球記述など多様であり、版を重ねたり、欧州の多言語の

翻訳されたものなどその異本類が当概地の主要な図書館に所蔵されている。一方沖縄関係の手稿本〔写本〕

としては、大英図書館所蔵の旧シーボルトコレクションの「琉球楽器図」、「琉球奏楽図」、ベッテルハイ

ムの自筆校本、ボドリアン図書館蔵の三浦按針（ウィリアム・アダムス）の航海日誌、バーミンガム大学図

書館蔵のベッテルハイムが那覇滞在中に派遣元の琉球海軍伝道会に送付した膨大な資料群などがあり、その

概略と画像を紹介した。歴史史料・文献のうち刊本〔印刷されたもの〕の多くはデジタル化の進展にともな

って、それぞれの所蔵機関などのウェブ上で公開されているものも増え、アクセスは格段に容易になってき

ている。これらの利用によりさらなる研究も期待されよう。琉球研究者の旧蔵コレクションについては既に

紹介済みのものに加えて、今回の調べで明らかになったものも含めて紹介したのが配布資料の表３である。

研究者とのより密接な連携のもとにさらに今後の掘り起こしも必要であろう。現代資料の分野ではボドリア

ン図書館が日本の地方史関係資料構築に積極的に力を注いできており、沖縄関係資料も同館の蔵書が充実し

ている。それ以外の図書館蔵書構築として、JLG 共同購入プログラム実施当時に地方史文献を担当受入して

いたロンドン大学 SOAS の蔵書、また最近の研究動向を反映した英国・欧州所在の沖縄関係研究書のコレク

ション概観し紹介した。〔補足として、こうした現代資料の検索ツールとして European union catalogue of 
Japanese books を挙げたい。〕

欧州では日本研究コレクションのコンソーシアムとして EAJRS（日本資料専門家欧州協会）が 1998 年に創立

されており、Networking の強化を通じて共同・協力プロジェクトを行ってきている。1994 年の第 5 回年次会

議ではには Prof Kreiner の尽力を得て、琉球・沖縄関係資料を特に取り上げた国際シンポジウムを開催、その

発表論文集は Sources of Ryukyuan History and Culture in European Collections (Munchen, 1996）として出版され、

欧州各地に所在する歴史資料を紹介する試みとして貴重な情報源の一つとなっている。さらに潜んでいる可

能性のある関連コレクションの掘り起こしに加えて、こうしたコレクションの保存・デジタル化・アクセス

の改善など柔軟な発想・検討が必要とされている。

『沖縄関係資料－北米本土・東海岸における琉球・沖縄研究支援の立場から』野口幸生、コロンビア大学

C.V. スター東亜図書館日本研究専門司書：北米本土では、ハワイ大学のような琉球・沖縄に関する研究・資

料収集拠点は現在のところみあたらない。しかしながら、琉球・沖縄関係資料の米大陸におけるコレクショ

ンは米国の沖縄統治という歴史的経緯で、アメリカ人が軍民を問わず沖縄に関わったことが契機になった。

また、北米では日本研究支援のために、必要な資料を提供するために幾重かの共同蔵書構築の網が張られて

いる。例えば、北米日本研究資料調整協議会 (NCC) の多巻セットプロジェクトは、たとえ高額であっても日

本研究に必要な多巻物資料は、最低 1 セットは全米共有資料として所蔵するため、購入する費用を最大 75%
まで支援するという事業である。これによりプリンストン大学が『ワトキンス沖縄戦後初期占領資料』を所

蔵している。地域的にはたとえば、東海岸には東海岸東亜図書館コンソーシアム(EEC)が、西海岸にはカルフ

ォルニア州大学図書館システム、中西部にはCICなどがある。EECでは地方史誌の共同蔵書構築を行い、沖縄

県についてはプリンストン大学が収集を担当してきている。また現在では、図書館資料の電子化が増加し

Google社などによる主要大学図書館書籍の電子化、Hathi Trustグループの電子化資料の共有化、著作権が失効

した書籍などのデジタル公開が進んでいる。米国本土には米国と沖縄の歴史的関係から、特別なコレクショ

ンが数件存在する。シラキュース大学図書館の琉球研究資料は人類学者のダグラス・ハリング教授の資料が

元となり、その後琉球列島米国民政府のNorman D. King大佐の個人所有の英文琉球関係書籍・文書をシラキ

ュース大学が購入し構築された。軍事史のコレクションにすぐれる同大学図書館のSpecial Collections Research 
Center は琉球・沖縄関係のアーカイブスとしてKingのほか、Thomas D. White, 1964 年から 1966 年まで 琉球列

島高等弁務官だった、 Albert Watson II、 アメリカの軍事、サイエンスフィクションの作家であったFletcher 
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Pratt (1897-1956) の手稿、書簡、その他の資料が含まれる。オハイオ州立大学図書館のLeon K. Waltersコレク

ションはWaltersが 1964 年より 1972 年まで沖縄における米連邦政府の民間人職員として働いていた間に構築

した沖縄関係資料である。入庫当時この資料の約半分は米議会図書館やミシガン大学でも所蔵していなかっ

たユニークな文献であった。またWaltersは米国へ帰国後も収集を続け、1997 年には沖縄に関する英語の蔵書

を補完するものとして同館に寄贈している。課題としては、機関収蔵後継続収集されるかどうか、また共同

構築の場合担当者が変るとプロジェクトが必ずしも引き継がれないなど、後継・継続の問題がある。また、

米本土での沖縄研究資料構築のコーディネイト、他関との提携が必要であろう。

『ハワイの中の沖縄関係資料－資料から沖縄学支援をめざすための課題』バゼル山本登紀子、ハワイ大学マ

ノア校図書館日本研究専門司書：ハワイ大学での沖縄関係資料群構築は 1960 年初期のハワイ州政府・大学と

米議会関係者の連携で設立した東西文化・技術交流センター（東西センター）と共に 1972 年の沖縄返還まで

にその基礎が作られた。阪巻駿三歴史学教授は東西センターの豊富な資金と研究者招聘制度や留学生への奨

学金推進制度を活用し Dr. William Lebra, Dr. Robert Sakai らを迎え入れ、琉球・沖縄研究プログラムの充実を

図り、松田貢や崎原貢など、有望な学生を見出し育てた。更には、仲原善忠、比嘉春潮氏をセンターに招き

沖縄研究学を進め、同時に両氏の支援を背景に沖縄関係資料の充実に努力した。この時期に蒐集された資料

の代表としては 1880 年以前の文献だけでも 318 題目、全 900 題目に及ぶ宝玲文庫、研究室から移管された阪

巻駿三博士資料群、800 点以上の薩摩・島津関係文書、USCAR 関係資料群、新聞類、沖縄関係雑誌類、年鑑

類、琉球大学との交換資料、琉球・沖縄関係文書類のマイクロフィルム、シラキュース大学の Douglas Haring
教授の琉語資料などがある。72 年に沖縄が日本へ復帰、75 年に東西センターが独立機関となり、資料構築は

下火になったが、80～90 年代は宝玲文庫の複製・刊行努力がなされた。1991 年には那覇市制 70 周年を記念

し、沖縄で宝玲文庫数点の展示が行なわれ、資料構築から資料復刻を通して資料共有への努力が始まった。

他機関との連携も広がり、法政大学沖縄研究所、沖縄県立図書館との連携による宝玲文庫資料のマイクロフ

ィルム化が行なわれた。1998 年にはつくば大学の岩崎宏之教授が中心となり沖縄関係資料を有する機関およ

び沖縄研究者が連携し､琉球・沖縄関連資料文献情報と所在情報および画像データベースの構築が行なわれ、

宝玲文庫も紹介されている。2000 年以降は Web を利用してのアクセスの向上、貴重資料の修復・保存・デジ

タル化を進めている。また､2008 年の沖縄研究センター設立を機に他機関やハワイ地元沖縄系移民社会との連

携を進め、沖縄唐手資料・家譜など数々の新しい資料を加え、資料構築、デジタル化、資料共有に努力して

いる。しかし今後 1 つの機関での網羅的資料構築は不可能であり、また研究者個人が収集した資料の保存・

共有も他機関と協力して進めていく必要があろう。さらには原資料の保存のみならず､デジタルデータの保存、

沖縄関係資料を担当する専門職員の養成・継続なども資料を次世代に継承していくために組織的に取り組む

必要があろう。また、研究者と資料機関との連携を強化し、図書館・博物館・公文書館といった既存の枠を

超えた機関間の連携を目指す努力が必要である。

『沖縄県公文書館と沖縄関係資料』仲本和彦、沖縄県文化振興会シニアアーキビスト：沖縄県公文書館所蔵

資料には「琉球政府文書」「沖縄県文書」「在米沖縄関係資料」「地域資料」という四つの柱がある。それ

は HP の目録検索データベースの画面左側にあるガイド、「沖縄県公文書館資料」を次々に展開することによ

って見ることがきる。データベースは通常キーワードを入れて検索を行うが、このガイド機能を使えば、資

料群の全体像が把握できる。その中でも今回は沖縄県公文書館が 1997 年から約 10 年間にわたって調査・収

集に取り組んだ、在米の沖縄戦や戦後のアメリカ統治時代の沖縄関係資料について紹介する。ガイドの「米

国収集資料」には米国国立公文書館、大統領図書館、大学図書館、軍文書館などから収集した資料が含まれ

ている。また、HP にはデジタル・アーカイブのコーナーもあり、「写真が語る沖縄」「映像が語る沖縄」

「琉球政府公報」「沖縄県公報」「立法院議事録」では、実際に資料を閲覧することができる。その他、特

に紹介したいサービスとしては、国内遠隔地複写サービスと持ち込み機器による複写サービスがある。前者

は、来館しなくても資料が入手できるサービスで、後者は写真や動画などの高画質デジタル画像を無料で入

手できるサービスである。最後に、沖縄県公文書館から提起したい課題としては、資料収集における類縁機

関との棲み分けに関する情報共有体制の構築である。沖縄県公文書館では、数年前に果たすべき役割と機能

の見直しを行った結果、沖縄県の行政文書の移管と保存を強化することになり、近年、個人や団体からの寄

贈資料については県内の類縁機関との調整を行った上で受入先を決めている。その意味からも、他館との協

力体制の構築が重要となっている。

『琉球大学附属図書館における沖縄関係資料収集とその公開－情報の共有化を目指して－』古謝久美子、琉

球大学附属図書館情報サービス課情報サービス企画係長・冨田千夏、琉球大学附属図書館情報サービス課沖

縄資料担当：独自の文化・歴史を歩んできた琉球国は、1879 年に沖縄県となった。廃藩置県（琉球処分）後、
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それまで首里王府に保管されていた資料は、明治政府、尚家、沖縄県庁、沖縄県立沖縄図書館にそれぞれ分

割保存され、関東大震災や沖縄戦などの被害を受け、その大半が失われた。琉球大学附属図書館では、この

ような壊滅的な状況で戦後を迎えた沖縄県において、1950 年の開学以降、琉球・沖縄研究を推進する資料保

存機関としての立場から、古文献資料をはじめとした沖縄関係資料を網羅的に収集する方針を進めてきた。

その結果、伊波普猷文庫・仲原善忠文庫をはじめとする多くの古文献を収集・保存し、その公開に努めてい

る。琉球大学附属図書館では、近年沖縄研究支援のため、Web を活用して各種ツールの構築も進めている。

「琉球・沖縄貴重資料デジタルアーカイブ」では、従来のデジタルアーカイブとは異なり、翻刻、解題を付

与し、さらに現代語訳や英訳をつけることで海外の研究者の利用も容易となった。「沖縄文献情報データベ

ース」では、既存の文献情報 DB へ未収録となっている資料を中心にデータを収集し、今まで調査が困難で

あった文献の目録情報の検索を可能にした。今後、当 DB にはハワイ大学等と協力し、海外の文献情報も追

加していく予定である。「沖縄地域学リポジトリ」は、沖縄県内学術機関・団体や国内外の沖縄研究を行う

機関の学術成果を公開する目的で構築され、年々内容が充実したものになっている。また、本学および学外

の沖縄関係の DB を横断検索するための「沖縄情報統合検索システム」も平成 24 年 3 月に公開され、複数の

DB への同時アクセスが可能になり、沖縄研究情報入手の一助になることが期待される。長年にわたり、本学

附属図書館においては、様々な取り組みを実施しているが、専任職員や資料費の削減が続く等、図書館を取

り巻く環境は厳しさを増している。図書館員だけでの努力では、沖縄関係コレクションの収集・維持、各種

沖縄研究に関する情報の収集・提供は難しくなっている。近年、資金（科研費等の外部資金を含む）獲得や

コンテンツ収集で、教員や学外の機関との連携する機会は増えている。図書館の研究支援機能を維持し、発

展させていくためには、教員や関係機関との連携し、情報を共有することがさらに重要になってくるだろう。

質疑・応答、議論の内容

• 60 年代から 1972 年沖縄復帰までの米国における沖縄の位置づけと、日本における位置づけは大きく

異なる。米国では沖縄を日本に復帰させないために、日本と沖縄は歴史的にも民族的にも異なること

を極力強調する政策をとっていた。「沖縄」という言葉を使うのではなく「琉球」という言葉を象徴

的に使用し、沖縄の人たちに民族的独立心、自分たちは日本人（大和民）とは異なるという心理作戦

を展開した。資金援助が米国防省・国務省からでていることをみても明らかなように、東西センター

はそのような国策の 1 つとして設立された。恐らく沖縄を日本から引き離していくための研究が奨励

されていったであろう。そのような環境から阪巻博士を中心にしてハワイでの沖縄研究・資料構築が

進んでいったといえる。従って、阪巻博士が他界することによってハワイの沖縄研究・資料構築が下

火となっていっただけではなく、沖縄の日本への復帰という節目がハワイでの沖縄研究および沖縄関

係資料構築、また米国全体としての沖縄研究が下火となっていった大きな要因と言える。

• 米国の日本研究自体、米国における地域研究とそれに伴う資料構築は戦争・紛争という歴史的背景か

ら発展してきている。コロンビア大学の有名な日本研究学者、ドナルド・キーン博士などもそのよう

な米国の敵国対策という環境の下で養成された。現在でもアナポリスの米海軍士官学校の日本研究者

などから、今では米国の関心が中国対策に移行してきており、資料収集などにおいても日本関係資料

ではなく、中国関係資料に重点が置かれてきていることを耳にする。米国における地域研究・資料構

築は戦争、国外対策という環境、歴史的経緯と密接につながっている。

• フロリダ大学にマキューン教授という沖縄研究学者がいたと思うが、彼の資料はどうなっているので

あろうか。

- 後日調査します。

- フロリダ大学のマキューン教授というのは Shannon McCune といって 1960 年代に初代文官民

政官として沖縄に赴任した方である。非常に沖縄の歴史、自然、文化、人々に好印象を持ち

沖縄研究を進めた方で、ウチナとしてもっと大切にすべき人物である。

• ダグラス・ハリング教授の琉球言語のカードなど面白い資料があるようだが、シラキュース大学のハ

リング教授の資料がハワイにあるのはなぜか。

- 確認のとれた情報ではないが、ハリング教授が沖縄滞在後、軍を通して送った荷物の一部が

誤ってハワイに配達されたという話がある。ハワイ大学ではまだこの件についてシラキュー

ス大学と情報交換をしていないので、今後話し合っていくべきであろう。

• 昨日『基地に消えたムラの記憶』報告で地名と空中写真を重ね合わせて復元するという興味深い発表

を拝聴した。ハワイ大学は沖縄関係資料とは別に米軍が撮影した空中写真を数万点所蔵しており、そ

の中には戦前の沖縄周辺の空中写真が多数含まれているのではないかと思う。また、ハワイと沖縄は

移民を通して深いつながりがあり、沖縄系移民の資料は図書館のハワイ・太平洋コレクション内に数

多くあることを付け加えておく。
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• 大英図書館のベッテルハイムの資料は相互貸借で借りることができるのか。

- 英国内の図書相互貸借プログラム〔British Library Interlibrary loan scheme〕の口座を持ってい

れば可能であろうが、古典籍/手稿本に関しては難しいであろう。ただし、電子化が進めばデ

ジタル画像としての利用の利便性は高まるであろう。たとえばオックスフォード大学は

Google の電子化事業に参加したので 19 世紀の資料は今後電子資料としてアクセスできるも

のが増えていくであろう。

• 研究者と図書館がどうかかわっていくか。例えば研究者が自分の研究のために資料を使った際、その

資料にはどのような研究価値があるのか、その資料自体の重要性は何か、といったアドバイスや考え

を資料を管理する側と共有していくことが、資料自体に深みを付加し、次にその資料がどう利用され

ていくかの可能性を増すといえないか。

• 研究者の資料利用へのマナーも非常に大切である。資料利用者としてのエチケット、倫理を常に高め

ていくことも研究者の責任ではないか。

• 原資料の電子化はますます進んでいく現状であるが、デジタル化したデータの永年保存はどうなって

いくのか。また電子化することによって原資料の保存はどうなるのか。デジタルデータと原資料の共

存はどうなるのか、もし具体的な取り組みがあれば知りたい。

- デジタルデータの永年保存に関しては学術機関リポジトリシステムを推進している DSpace
の取り組みがある。これは MIT とヒューレットパッカード社が共同開発し、無料公開してい

るシステムで、ハードの形態にとらわれずにデータ保存ができるとして大学機関ではこのシ

ステムを利用し機関リポジトリを構築していく例がみられる。ハワイ大学ではまさにそのよ

うなデータが累積されている現状があり、データ保存管理を専門にする専門員を雇って対処

していかなければならないと認識されている。データと原資料の共存は今後も重要な課題で

ある。

• 県立公文書館では利用者が自分の機材を持ち込めば高画素のデータを利用できるとのことであるが、

高画素データの利用に際し、どのような利用規程を利用者との間で取り交わしているのか。

- デジタル画像を出版物に掲載するにあたっては、掲載申請書を出して頂いているが、基本的

な考えとしては、公文書館で提供している資料は米国公文書館から入手したもので、public 
domain ( 公共) の情報を提供させて頂いている。

• 今年提供された国会図書館の広範囲な横断検索システムにみられるようにさまざまなデータベースを

検索するシステム提供が顕著であるが、先ほど紹介された琉球大学の 3 つのデータベース間の関連性

はどんなものであるのか、また、これらデータベースを含めた今後の展望はなにか。

- 紹介した 3 つのデータベースは収録内容はそれぞれ異なっており、その利用形態にも違いが

ある。今回はそのまったく収録内容が異なるデータベースの横断検索ができるようにしたも

のである。

要望

• 現在の図書館・資料館などでは資料の専門家が非常勤や短期契約職員に代わりつつあり、しかも異動

が頻繁に行われている。このように専門家がいなくなりつつある環境では、たとえば米琉文化会館資

料などが全島に散らばって保管されていても、それらの重要な資料が担当者が変わっていくごとに破

棄されていくのではないかと強く危惧している。米国支配の期間に反共政策や米国がいかに素晴らし

い国であるかを描いた絵本類、子供の教育書などを含む米琉文化会館の資料がなくなってしまわない

よう、後世に継承していけるように、琉球大学やハワイ大学などが連携して保存への努力をして頂き

たい。

• 県立公文書館へのお願いであるが、報告の中で今後は沖縄県の公文書資料を中心に収集管理保存をし

ていくということであったが、例えば石垣市には公文書館というものが存在しない。また担当職員の

異動も頻繁であり、新しい書籍がどんどん入っていく状況の下に、歴史資料や利用頻度の低い資料は

破棄されていくことになる。占領時代の歴史資料が劣化し、破棄されていかないよう県立公文書館が

中心となり継承対策・努力をお願いしたい。

• 盛りだくさんの資料の紹介・説明だったが時間の関係でじっくりスライドを拝見できなかったのが残

念である。シンポジウム主催者側から後日報告レポートが活字化されると聞いたのでゆっくり拝読で

きることを期待している。
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パネル 37：沖縄の歴史をバイパスする Bypassing Okinawan History  

   

前嵩西一馬（Kazuma Maetakenishi） （早稲田大学）

Voice-overs on Jinruikan 

本報告は、演劇作品「人類館」をめぐる具体的な歴史的諸相を繋ぎ合わせ、舞台に出現する歴史

のリアリティと歴史におけるフィクションの強度が結ぶ特異な関係性を、共同体主義の視点から

明らかにする。１９７０年代初頭沖縄のリアリティによって構成される舞台「人類館」、ブラジ

ルから帰国した「勝ち組」の家族へのインタビュー、そして２００８年早稲田大学にて上演され

た舞台「人類館」のための稽古風景、それぞれの場面で抽出された言葉の身体性を沖縄の近代の

歴史に照らし合わせたときに出現する「発話行為」は、誰が行っているのか、また、誰が聞いて

いるのか。この問いに答えるべく、歴史学によって別のものに置き換えられてしまった「声」を

再びもとの形のまま救いだそうとしても、それはすでに「吹き替え」られてしまっている。

クリストファー・ネルソン(Christopher T. Nelson)  （University of North Carolina at Chapel 

Hill） Takimine Go’s Time Bomb

Takamine Go’s camera documents everyday life with the gaze of an ethnographer. Restless and observant, it 

avoids the stereotypical images of Okinawa that have been reified by other contemporary filmmakers. 

Instead, it has the courage and patience to linger on the ordinary: a worker in a field, a couple shopping in a 

market, a street musician, a barber joking with his customers, friends drinking together after work. Ordinary 

images of labor and play. And yet, Takamine’s films are much more than simple documentaries—even 

when they announce themselves to be only that. They are ethnographies of practices that might never have 

occurred; records of events that may never have taken place, histories of figures who may never have lived. 

His films are no more conventional works of fiction than they are documentaries. Rather, they are a complex 

and experimental combination of the two. Like early folklorists, he embraces the world as he experiences it

(感じたるままで). And yet he does so with a sense of freedom and creativity. Like dreams, his films are 

assembled from the fragments of daily life; and like dreams, they are organized by a deep and powerful 

desire. In this paper, I explore the worlds that are created in Takamine’s films, the sense of time and space 

that emerge, and the possibilities that they provide for those who watch them from a world where dreams 

have become fleeting images that we only half-remember when we awake.

ウェンディ・マツムラ (Wendy Matsumura)  （Furman University）

The entry of mainland sugar capital and the impossibility of plantation sugar in Okinawa

This paper examines the difficulties that large-scale mainland sugar capital faced since entering the 

prefecture in 1910 to keep their factories operating at full capacity.  The main obstacle to their profitability 

were central Okinawa’s sugar producers, who chose to manufacture their own lower-grade sugar through 

パネル38
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small-scale, labor-intensive and communal methods instead of submitting the cane that they grew as raw 

material to the factories. After illuminating the historical and theoretical significance of the voices and 

actions of a couple hundred young men and women who lived on Tainansha-owned lands but refused to sell

their cane between 1918 and 1921, this paper will trace the way that their refusals impacted the way the state 

formulated its policy decisions toward the prefecture.  Finally, this paper concludes by placing these 

struggles between state, capital and the peasantry alongside local intellectuals’ turn away from assimilation 

in favor of the promotion of local arts, history and culture as the only way to counter the threat of Okinawa’s 

demotion to colonial status that such refusals on the part of cultivators to become productive for the sugar 

industry sparked among some state officials.

ジ・ルー (Tze M. Loo)   （University of Richmond）

A silent history: Okinawa Shrine

Michel-Rolph Trouillot reminds us that the silencing of histories “does not require a conspiracy, not even 

political consensus.” Silences can be structural, the result of a confluence of different trajectories that come 

together to make a particular history unthinkable. Walter Benjamin gives us another way to think about these 

silences in the historical record when he tells us that it is the present uses the past in ways that suit it. This 

paper uses both these positions to reconsider the history of Shuri Castle, and the ways in which the present 

interacts with that history. While Shuri Castle today is recognized and celebrated as perhaps the most 

important example of the Ryūkyū Kingdom’s unique cultural heritage, it possesses other histories that 

receive far less attention. One of those histories – Shuri Castle’s tenure as Okinawa Shrine, a role it played 

between 1925 and 1945 – is the focus of this paper. This paper explores the ways in which Shuri Castle’s 

history as Okinawa Shrine appears to be unthinkable in the present, and to consider the critical potential this 

history poses if it were thinkable.

 

 本パネルでは全ての発表者が沖縄という固有名に属する近代の具体的な歴史を扱い、「歴史」

の再構成、もしくは、歴史を語り直すことの意味を問い直す試みを共有した。事件、建築、映画、

舞台、とそれぞれのトピックが担う、現在のリアルな「物語」に従属させられている具体的な「空

間性」や「時間性」の役割を一旦解放させ、それらを再び不調和な時間と空間の交差する場に連

れ戻し再構成するという各発表における固有の過程に、討論者冨山一郎氏から、歴史的主体を成

立させる、あるいは近代が前提とする経験が変化するときに何が起こるかという新たな視点が重

ねられ、刺激的な討議が展開された。

 前嵩西一馬の報告においては、歴史における「声」の所在を突き止めるとき、すでにそれを吹

き替えてしまう「制度」をどう批判しうるか、が問われた。また２００３年大阪での舞台の意義

や、精神疾患の言葉という分類不可能な声をどう扱うかという課題が提出された。

 クリス・ネルソンの報告では、沖縄の「現在」を独自の形で語り直す映像作家高嶺剛の夢と覚
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醒をめぐる語りの潜勢力を探るべく持ち出されるはずの「時限爆弾」という比喩が最後まで語ら

れず、その潜勢力を終に保ったまま発表は終わった。フィールドを歩く研究者の「私」がそこで

見える風景を民族誌的に描く。そして同時に「私」は高嶺剛の映像作品における民族誌的手法を

ドゥルーズやベルグソンの視点で分析する。そのふたつの「私」がまるで違うように聞こえると

ころに、バイパスの回路があることが議論の中で示唆された。

 現在年間５００万人を越える観光客の多くが足を運ぶとされる豪華絢爛な首里城は、戦間期に

神社の役割を担った歴史がある。琉球文化の表象の中で、観光、神道、そして日常性という視点

から、消えてしまった歴史、語られない歴史をどう解釈するかが、ジ・ルーへのコメントの焦点

となった。

 植民地状況下の資本導入のプロセス分析として、沖縄の製糖産業史の一コマに着目するウェン

ディ・マツムラの報告は、２０世紀初頭のローカルな労働闘争が持つ象徴的意味を扱った。封建

制でも反資本主義でもない、でもそこに何かがあるという世界中どこにでもあるもの。チャヤノ

フの農民自身の革新性をめぐる理論を足がかりに、そのような歴史の中にある「浪漫」としてし

か出現しない物語をどう考えるか、という問いが提出された。

 最後に、ジェンダーに纏わる問題意識が希薄ではないかという貴重なコメント、８０年台の北

米人類学のプログラムにおいて隆盛を極めたマルクス主義的解釈が現在も採択される状況につ

いての興味深い分析と質問がフロアから提出された。
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パネル 39：米軍基地が地域社会に及ぼす影響―辺野古・高江・グアム 

米軍基地が地域社会にもたらしたもの－名護市辺野古を事例に

明星大学  熊本 博之 
 本報告では、名護市辺野古地区を事例に、1950 年代後半に米海兵隊基地キャンプ・シュ

ワブを受け入れた経緯と受け入れ後の地域社会の変化、および 1996 年以降、普天間代替施

設の受け入れ問題に対して辺野古がどのような応答をしてきたのかを振り返ることを通し

て、米軍基地が地域社会にもたらす問題の本質を描き出していった。 
 1955 年 7 月に米民政府は久志村（現・名護市東部）に対して山林の接収を予告する。村

民の多くが山林から採取した薪を売ることで生計を立てていたことから、久志村は接収に

反対するが、補償もなく強制収容されてしまうことへの懸念から、辺野古住民を中心とす

る地主たちが主導して米民政府との交渉を進め、1957 年 12 月に土地賃貸契約を締結、2 年

後に完成する。受け入れ後は、水道や電気が整備されるなど生活環境が改善されたほか、

産業構造も農林業中心から基地関連産業中心へと推移し、特に「辺野古社交街」では 200
軒を超えるバーが開業し大きな利益が生まれた。さらにシュワブに提供した山林には共有

山林（杣山）も含まれていた。この杣山の一部が旧住民に分筆されたことから、旧住民は

すべて軍用地主となった。また残りの杣山に対して支払われる軍用地料の 4 割は辺野古区

の財産収入となった。こうしてやむを得ず受け入れたシュワブは、辺野古に大きな利益を

もたらした。そしてこの経験は、成功経験として辺野古の住民に共有された。

 このような地域である辺野古が、普天間基地の移設候補地となったのは 1996 年 6 月のこ

とである。辺野古区の最高意思決定機関である辺野古区行政委員会は、当初こそ反対の意

思を明確に示していたものの、次第に受け入れを容認する姿勢を見せ始め、受け入れの条

件として集落からなるべく離れたところに建設するよう求めるとともに、金銭による補償

も要請するようになる。そして 2010 年 5 月には日米で合意している V 字案を「条件付き

で受け入れを容認する」と、はじめて「容認」の二文字を用いた決議を行う。 
 報告では、この行政委員会の変遷の理由として、①基地依存度が強いことによる反対運

動の困難性に加えて、②米軍の危険性をある程度しっているがゆえに受け入れるという選

択肢が存在していること、そして③普天間基地の辺野古移設は国策である以上、建設され

る可能性は高いため、安全面での条件を出さなければ生活を続けることは困難になるし、

また新たな軍用地の接収がないためなんらかの金銭補償がなければ割に合わないこと、さ

らに④シュワブ受け入れ時に条件をつけて受け入れたことで地域が活性化したという経験

が、普天間代替施設の受け入れに際しても後押しとなっていることを挙げた。 
 このように辺野古では、かつてシュワブを受け入れたことによって、新たな基地を受け

入れる素地ができており、そのため普天間代替施設についても、少なくとも行政委員会は

受け入れようとしている。この「不正義の連鎖」を断ち切るためには、地域の内部からこ

の構造を脱却する動きが求められる。その例として、住民運動組織として再スタートをき

った「命を守る会」の活動を紹介し、その可能性について言及して報告を終えた。 
 報告に対して討論者からは、事例の紹介だけでなく事例を学問的に分析することが必要

だとした上で、学問が現実を正当化してしまうことの問題性が問われた。フロアからも「容

認」や「条件闘争」などの言葉が無自覚に使われているのではないかとの批判があった。

本報告では、かつて基地を受け入れた経験が辺野古を新たな基地の受け入れへと向かわせ

ていることの問題性を指摘するために行政委員会の動きに焦点を当てた構成にしたのだが、

こうした報告が辺野古の一側面だけを強調することとなる危険性、そしてそのことによっ

て隠蔽されてしまうものへの意識を払うことの重要性が再確認された。また討論者からは、

パネルで取り上げている辺野古・高江・グアムの三地域を有機的に結びつけた議論の必要

性が指摘された。これについては、ともに基地をすでに抱えている三地域の間で、米軍再

パネル39
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編の名の下に新たな基地の建設が進められていることが、地域内のみならず地域間での「不

正義の連鎖」となっていることの問題性を主張して報告を終えた。 
 

ヘリパッド建設に反対する高江住民の座り込み運動の成果と課題

立命館大学（非常勤）  池尾 靖志 
 本報告では、北部訓練場の過半の返還に伴う新たなヘリパッド（ヘリコプター着陸帯）

を東村高江区に建設することに反対する住民運動の成果と課題について報告した。 
 北部訓練場の過半の返還が決められたのは、1996 年の SACO 合意であるが、東村高江区

を取り囲むように、６カ所のヘリパッド建設が住民たちに知らされたのは、2007 年のこと

である。2007 年７月３日未明に、那覇防衛施設局（当時）が訓練場進入路３カ所に仮設ゲ

ートを設置し、ショベルカーの搬入を行った。これに対し、住民は、前日から座り込みを

開始し、「ヘリパッドいらない住民の会」を５家族で発足させた。 
 高江区は、人口約 160 名、そのうち、中学生以下の子どもたちが約２割を占める。すで

に、既存のヘリパッドが高江区には存在しており、生活道路である県道７０号線の上を訓

練用ヘリが縦横無尽に飛び回っている。新たなヘリパッド建設によって、さらなる負担を

余儀なくされる高江区では、1999 年 10 月 27 日と 2006 年２月２３日の２回にわたり、反

対決議を行っている。「地元」東村では、2007 年４月に、ヘリパッド建設反対を公約に掲げ

る伊集盛久村長が当選するが、同年５月に「公約違反と言われても仕方がない」として、

ヘリパッド建設の受け入れを表明した。同月、米軍再編特措法に基づく再編交付金制度が

つくられ、これを目当てにしたものと考えられる。 
 2008 年 11 月 25 日、那覇地裁から住民 15 名を通行妨害禁止処分の仮処分を沖縄防衛局

が起こした旨、通知が届いた。この中には事実誤認も多く、当時８歳の少女も含まれてい

た。その後、８歳の女の子に対する訴えは取り下げたものの、2010 年１月 29 日、国は本

裁判の手続きを決定した。この裁判に対する判決が、2012 年３月 14 日、「ヘリパッドいら

ない住民の会」共同代表のうちの１名に対して、通行妨害禁止命令を下した。「純然たる表

現活動の範囲を超える」というのがその理由である。これに対し、判決を不服として、2012
年 3 月 27 日、福岡高裁那覇支部に控訴した。住民の会と弁護団は、判決に対し、「単なる

『通行』の問題に矮小化した」として不当性を指摘し、住民運動の弾圧を正当化する危険

をはらむものとして看過できないとしている。 
 報告では、住民どうしを分断させることが権力の狙いであり、こうした国家権力に対し

て、住民どうし、また運動間の連帯の必要性について主張した。また、５年にわたり、工

事をストップさせてきたことは運動の成果だとした。ただし、基地建設における国家権力

のねらいを跳ね返すだけの論理が求められており、海兵隊の役割や、海兵隊による抑止力

とは何か、といった問いをたてること、あるいは、北朝鮮のミサイル実験、中国の海軍力

の増強など、沖縄に基地を置くことの正当性を国家権力が主張する中で、こうした主張に

反駁することの必要があることを、運動の課題と指摘した。 
 討論では、国際関係論の研究者が高江に入っていくことの可能性と限界についての質問

が行われた。国家安全保障は、あくまでも国家間の問題としてとらえるべきであるが、実

際には、地元住民の協力なくして、安全保障政策は遂行できない。特に、1995 年少女暴行

事件以降、米軍が沖縄にいることのデメリット（基地被害や、地域住民の安全が脅かされ

る状況）がメリット（仮に抑止力が機能しているにしても）を上回っている状況を、沖縄

県民は理解している。ましてや、2012 年に配備予定のオスプレイ配備を前提としたヘリパ

ッド建設を、高江区民は受け入れることはできない。高江区民は、安全保障を決して、国

家という切り口で語るのではなく、生活者の視点で語る。（アメリカの遂行する）戦争協力

に荷担しているのではないかという疑問ももっている。こうした地域住民の安全保障とい

う観点から、国家安全保障の問題点を指摘することが、今後の「沖縄学」の発展にも寄与
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するものと考えられる。 
 

「基地と植民地——グアムの軍事化の歴史を参照する」

法政大学 長島 怜央 
 グアムは近年の米軍再編において沖縄の海兵隊の移転先となっている。日本のマスメデ

ィアにおけるグアム社会・住民に関する数少ない報道は、先住民チャモロ人の愛国心、基

地特需への期待、そして環境影響評価書素案公表後には米軍増強への不安を取り上げてき

た。しかし、グアムがアメリカの植民地であることや米軍が自国（植民者）の軍隊である

ことの意味について掘り下げて考察する必要がある。本報告では、以上の観点から米軍・

基地とグアム・チャモロ人の関係の全体像を示した。 
 グアムには、沖縄のいわゆる「アメとムチ」とは少し異なる形での、米軍の必要に応じ

て形成されてきた基地依存の経済・社会構造がある。そうした経済・社会構造における基

地とチャモロ人の関係、言い換えると軍コミュニティと民間コミュニティの関係を見ると、

1950 年を境にヒエラルヒー的関係から相対的平等の関係への移行があった。しかし、住民

のほとんどが米兵や退役軍人の家族、親戚、友人を持つグアムにおいては、基地の内と外

での経済的・財政的な格差を前提としても、2 つのコミュニティの境界は曖昧である。また、

20 世紀以降のアメリカの戦争にチャモロ人を含めたグアム住民は大きく関わってきた。そ

れは軍隊とマイノリティ・先住民の関係に一般的に見られてきたものと同様のものである。

チャモロ人の米軍への入隊率や戦死者率の高さがヴェトナム戦争以降の状況である。対テ

ロ戦争の時代においても「新兵採用担当者のパラダイス」と呼ばれるほどである。その要

因としては愛国心や経済的な問題が指摘されている。教育や学校も関係している。グアム

や北マリアナ諸島の大学や高校では、ROTC（予備役士官訓練隊）や JROTC が深く根付き、

人気が高い。 
 そうした状況を踏まえ、基地・戦争とチャモロ人の関係について報告者がとくに注目し

ているのが、対テロ戦争のさなかの過去の戦争の記憶の活性化である。第 2 次世界大戦に

おける海兵隊の活躍とそれへの敬意を明確にするために、島でもっとも大きな道路である

マリーンドライブがマリーンコアドライブへと近年改称された。ヴェトナム戦争のメモリ

アルもいくつか新しく作られている。これはアメリカと米軍への愛国心・忠誠心によって

チャモロ人を承認・顕彰する動きであり、過去の戦争の意味づけを通じて対テロ戦争を意

味づけていくものであるといえる。アメリカとグアムの非対称性のなかでの、日米の抑圧

構造とチャモロ人のアイデンティティまたはシティズンシップという 2 つの側面を理解す

る必要がある。 
 討論者からのコメントのあと、帝国としてのアメリカと日本の関係、軍事と観光の関係

について応答した。グアム・沖縄・ハワイなどの軍事と深い関わりを持つそれぞれの地域

間では認識が分断されがちである。それゆえそれらの地域を関連づけることは、単なる比

較に留まらず、アジア・太平洋地域における軍事と観光の展開を新たな観点から捉える可

能性を開くであろう。また、グアムにおける観光を通じた日本の植民地主義を明らかにし

ていくことは今後の課題である。またフロアからは地域間の他者性はいかなるものである

かとの質問があり、米軍再編のなかでグアムの活動家の沖縄認識もまた変容しているよう

にみえると答えた。しかし十分な時間があれば、沖縄から見たグアム、両地域のさまざま

な主体による他者認識の違いも議論できればよかった。 
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セッション「米軍基地が地域社会に及ぼす影響」と各報告へのコメント

一橋大学  多田 治 
復帰 40 年シンポジウム「これまでの沖縄学、これからの沖縄学」という非日常の場で、

復帰・沖縄学と真摯に向き合うのならば、それらを記念し祝福して終わるのでなく、こう

批判的に問わないわけにはいかないだろう。「誰にとって、何にとって、都合のいい復帰だ

ったのか」。そして、「誰のため、何のための沖縄学なのか」。 
「学」が何かを明らかにするより、むしろ現実を隠蔽したり追認したりする、イデオロ

ギーやプロパガンダの機能を果たしうることは、3・11 後の原子力ムラで露わになった。沖

縄学はそこまでは行かないにしても、観光イメージと対をなす形で、沖縄のある種の現実

の隠ぺいや正当化に加担することのないよう、決してシニカルにではなく、認識論的な懐

疑・警戒を続けてなければならないだろう。 
特に注意したいのは、「（対象・テーマ・フィールド・視点・方法を）絞りなさい」とい

う、私も日々言う学問的・教育的常套句のもとに何気なく継続される、地域や領域の限定・

特化の作業にひそむ罠である。沖縄をめぐるローカルとグローバルの関係や、エリア・領

域横断的な諸現象に鑑みるなら、「沖縄学」の総花的な立ち上げが、心地よくそこに安住す

ることで、逆に思考・発想を特定の学の内部に閉じ込めるディシプリンの装置へと化すこ

とのないよう、沖縄を真に外へ開いていく柔軟でタフな認識と行動が、必要になるだろう。 
 
こうした観点から聞くとき、残念ながら本セッシヨンの各論者の報告は、率直に言うと

やや「もの足りない」ものに感じられた。僣越ながら司会とコメンテーターを務めた私は、

フロアの観客のみなさんに、やや退屈な時間をすごさせただろうと責任を感じ、後半の議

論の活性化を求めて、強めのコメントで場に刺激を与えようとした。 
コーディネーターの熊本さんは、辺野古・高江・グアムを並べてセッシヨンを立ち上げ

た際、「不正義の連鎖」を言い当てる以上に、何らかの方法的な関係づけ・深化のねらいを

持ち合わせていなかつたようだ。たしかに重要な 3 地点であるだけに、そこが惜しまれる。 
熊本さんの報告は、辺野古の地域に入つてよく話を聞きとり、歴史的経緯をていねいに

まとめている。だが研究のねらいと、今後の展開の可能性がよく見えない、と指摘した。

住民が基地を受け入れる際の「進んで／仕方なく」の二分法は、コインの裏表であり、ど

ちらかを問うてもほとんど意味がないように思われる。軍隊・基地が地域の日常に浸透し、

住民も肯定的に適応・受容していく現実こそ、軍事化のプロセスの歴史的産物なのである。

事実の経緯をわかりやすく伝え、そこに社会学の概念でラベルを貼ることだけが、社会学

者の仕事ではない。何らかの形で、軍隊・戦争の本質への熊本さんなりの深い洞察が、調

査・分析・報告に展開されるべきではないか。そこを抜きにした事実確認的な（constative）
言明が、「やむをえないことだ」といった価値論的・行為遂行的な（performative）言明ヘ

とスライドしてしまいかねない局面に、熊本さんは自覚的でありえているだろうか。 
池尾さんの高江報告は、事実をよく整理して伝えてくれている。だが今回は短い報告時

間も影響してか、高江の時系列的な経緯を羅列して終わった感は否めない。そこで私が問

うたのは、国際関係論の立場から現地に入ることで何をなしうるか、その可能性と限界に

ついてである。おそらく氏は、理論とフイールドワークの間を埋めるべく、平和学も投入

しているのだろう。だが、9・11 以後の軍事の現実は、より複雑さを増している。例えばナ

オミ・クライン『ショック・ドクトリン』が示すように、セキュリティ・ビジネスとして

の軍事・戦争という観点を通せば、「抑止力」「安全保障」の概念自体が崩れてくるのだ。 
最後に長島さんのグアム報告は、軍隊と先住民の関係に焦点を当てた点が重要だ。だが、

自身のグアム研究を沖縄とどう関連づけるのか、その言及がほしかった。また、山口誠『グ

アムと日本人』は、かつての戦場グアムが日本人の観光・楽園イメージの舞台となった様

態を描いた秀作だが、そうした観光への知見をどう自分の研究に組み込めるかを聞いた。 
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パネル 40：宮古島の神歌 狩俣の祭祀歌謡ならびに西原のユークイ、現在の状況と問題点 
 
氏名・所属： 

報告者：新里幸昭（沖縄文化協会）  報告題名：宮古島狩俣の神歌 
        上原孝三（沖縄文化協会）  報告題名：西原のユークイ 
司  会：竹内重雄（沖縄文化協会） 

 
主な業績： 

    新里幸昭『宮古島の神歌』（1972 三一書房） 

            『沖縄歌謡大成 宮古島編』（1978  角川書店） 

『宮古の歌謡』（2003 沖縄タイムス） 

                      『宮古歌謡の研究』（2005  沖縄自分史センター） 

              上原孝三 

「祭りにみえる境界…宮古のスマウサラ儀礼を中心に」 『〈叢

書・史層を掘る〉Ⅰ 方法としての境界』1991 

「宮古島西原のユーグムイ歌謡について」沖縄国際大学南島文化

研究所編『宮古、平良市調査報告書（１）』1996 

「宮古島西原の公民館における歌謡－ブンミャーヌヤシキダミの

儀礼より－」沖縄国際大学南島文化研究所編『宮古、平良市

調査報告書（４）』1999 

「神女誕生－宮古島西原の事例から－」『世界につなぐ沖縄研究』

2001 

「宮古島の御嶽と祭祇」『東北学』６ 2002 

「西原の年中行事にみえるクイチャー」『宮古のクイチャー調査報

告書』沖縄県教育庁文化課編 2006 

 

企画の概要と学術上の意味 

明治時代以来、田島利三郎、伊波普猷、仲原善忠と続いてきた沖縄学研究は、外間守善

によって引き継がれ、近年大きく発展した。特に『おもろさうし』研究は、柳田国男の高

い評価と支援によって、日本文学研究者にも広く周知されたが、テキストが整備されたの

は、ずっと遅れて、昭和４０年、仲原善忠・外間守善共編『校本おもろさうし』（角川書店）

の出版まで待たねばならなかった。 

その２年後の 1967 年には『おもろさうし辞典・総索引』（角川書店）が出版され、研究

者の利用に供された。 

この時まで、『おもろさうし』は、伊波普猷編『校訂おもろさうし』（大正１４年刊）が

活字本として出版されたが、発行部数が少ない上に、語注等のない原本のままの表記であ
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ったために、一般の読者が利用できるものではなかった。『おもろさうし』が、多くの一般

の研究者の研究対象として市民権を得たのは、昭和４２年以降のことになる。 

ようやく始まった『おもろさうし』研究であるが、現在に至っても内容、語彙、構造的

に読解が困難であり、口語訳できないものが多数存在する。そのために、沖縄各地に残る

多くの歌謡、古謡を研究することで、オモロ読解の参考にならないかと考え、諸地域に広

く歌い継がれてきた歌謡、古謡を調査することが提案され、実際にフィールド調査が始ま

った。 

こうして、多くの地点で、何人もの研究者が調査・研究の中で、歌謡・古謡採集に意欲

的に取り組むようになった。その成果が、1971 年『南島古謡―日本庶民生活資料集成、第

19巻―』（外間守善編、三一書房）としてまとまった。この出版により、琉球諸島全域での

歌謡の広がりとジャンルの見渡しが可能となった。 

その一方で、特色ある地域ならびに特色ある歌謡の存在が、よく見渡されるようになっ

た。その最も典型的な例が、1972年『宮古島の神歌』（外間守善・新里幸昭共編、三一書房）

であった。 

宮古島狩俣部落で狩俣吉蔵翁が、口承伝承してきた史歌とも称すものであり、出版当時

大きな反響を呼んだ。外間守善は、この後、狩俣部落の調査から離れたが、新里幸昭はそ

の後も一人で調査を続行し、180首もの歌謡を採取することができた。これらの歌謡は、1978

年『南島歌謡大成３ 宮古編』（外間守善・新里幸昭共編、角川書店）に収録されており、

一首一首について解説がなされ、解題も付されている。それから３５年近くたつが、新里

は一貫して狩俣での調査を継続している。 

 これらの成果にいたる努力は、筆舌しがたく、５０年に渡る実に真摯な調査姿勢があっ

てのものにほかならない。近年新里は、これら自ら採取した歌謡と狩俣部落、伝承者の婦

人達等々について２冊の書物にまとめた。それが『宮古の歌謡』『宮古歌謡の研究』である。 

 この間、新里の研究が他の研究者に与えた影響は非常に大きなものがあり、その後の民

俗学研究、沖縄研究、神話研究、歌謡研究、文学研究、地域研究等々の研究者が、狩俣部

落を訪れ、沖縄研究の第一歩をそこからはじめたという事例も多く見出される。 

 近年、上原孝三も独自の観点から、自身の出身地である宮古島西原の神行事ユークイを

長年にわたって調査を繰り返してきており、幾多の報告を成している。それにともなって、

西原のユークイは多くの研究者、ファンによって評価され、宮古を代表する神行事として

衆目の一致するところとなってきている。 

豊穣を祈る祭りユークイは、ユークー、ユークーウガン、ンナフカ、マッティーなどと

も称する。ユーには幸・幸福・豊穣・豊漁などの意味があり、クイは乞いである。また、

池間島のユークイ祭は宮古でも有名である。池間島内外の人に実見は許されなかったよう

だが、池間島のユークイは、村の最も聖なるウハルジィウタキ（大主御嶽）に一晩籠もり、

翌日には島の聖地や拝所・井戸などを経巡る形式をとる。 

 西原のユークイは旧暦９月中に４日間に亘って行われる。数え年４７歳から５６歳まで



─  145  ─

の女性はユークインマ（世乞い母）と呼ばれ、ユー（世）を乞う。ユークイには神女達が

ユーグムイ（夜籠もり）し、翌日には白い神衣装を着て頭にカウシィ（草冠）を被り、手

にはティーフサ（手草）を持ち集落内の御嶽を巡拝する。ウタキではユーを招き寄せる所

作を伴うユークイヌアーグ（世乞いの歌）などを謡う。また、神女達によるいくつかの円

陣舞踊も併行して行われる。 

  一方、上原の研究によって以下のことが明らかになってきた。 

歴史的には、ユークイは旧暦１０月より１２月までの３ヶ月間、月に５日に亘って行わ

れていた。祭祀目的は、首里王・島中人民・五穀満作・航海安全であった。神女は食事も

摂らず祈願した。ユークイは島中村々にあり、そのルーツは少なくとも中世までは遡るこ

とが可能である。ところで、現在旧暦１０月から１２月にかけて行われる祭りは、上述の

狩俣・島尻でなされるウヤガン（祖神）祭である。祖先神が村落に現れて、豊穣を与えそ

して去る祭りである。ウヤガンはユークイの異称であろうと思われる。ウヤガンは他地域

と密接なつながりがあったのである。 

 ウヤガン祭で秘祭的面が強いのは、古代においては神女が山に入り断食して裸体で秘密

の儀式を行ったということによる。それが性的模倣儀礼であろうことは容易に想像がつく。 

  現在の西原のユークイ祭でも女同士が抱き合い、腰を振る仕草をする。恍惚と陶酔。え

らぎとふなぐり。エロティックな笑い。祭りの中で、神との性的交渉を模倣的に行うこと

や性的かまけわざをすることによって豊穣予祝とするのは、宮古・沖縄のみならず日本全

国に分布する。ユークイやウヤガンは古代性を残している。秘儀の島・宮古の祭祀を覗く

と古代がほのかに見えてくる。 

  それらは現代の日本人にとってはかなり特異な祭りに見えるだろうが、台風、干ばつな

どの厳しい自然条件の中で、無病息災、五穀豊穣をひたすら願ってきた人々にとっては生

活に根ざした祭りであったといえるであろう。 

 

 多くの面で共通点のある両氏に、現状と問題点、今後の展望等を報告してもらうととも

に、沖縄の神行事の先端研究の内容についてもシンポジウムで展開してもらった。 

 
シンポジウムでの論点 

新里の研究分野は国語学である。狩俣で採集した歌謡数はおよそ 180 首、個人が採集し

た数としてはきわめて膨大な数値である。さらにトーガニについては、90 首余り採集して

いる。『南島歌謡大成』宮古編にそのほとんどが入っているが、新里の採集がなかったなら

ば、この宮古編はまったく見栄えのしない冊子になっていたことであろう。 

新里の採集方法は、村の神女たちと知り合いになり、さらに家族同様に心を通わし、厚

い信頼を築いた上に、初めて歌謡を聴かせてもらうという方法をとっている。 

専攻が国語学であるところから、採集された歌謡は、すべて音声記号が充てられており、

どのように発声されるか厳密に記録されている。その際テープレコーダーを併用している
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ことはもちろんであるが、その場で聞いてその場で記録していくという手法が取られてい

る。 

現在、伝承されている歌謡は、時代の移り変わりとともに、次第に継承されなくなって

きており、やがては消えゆく運命にある。それゆえに、歌謡が生きている段階で、より正

確な記述を行い、後世に伝えていこうとする姿勢が、そこにはある。 

一方、上原の研究分野は文学である。文学である歌謡を研究するには、まずそれが生産

される場を確認し、その機能性、さらにはどのように享受されているか、またその集団に

とってどのような意味をもたらしているか、あらゆる場面、角度から検証して行くという

手法を取っている。モノグラフの観点をもち、祭祀の中で歌謡が生きている姿をそのまま

表記しようとする姿勢がそこにはある。 

両者ともに、それぞれの研究姿勢、研究方法を駆使しながら、現在の沖縄歌謡研究の最

先端を走っている。それに続く研究者は今のところ、育ってきていない。 

祭祀歌謡は、次第に伝承性が薄れ、口承伝承が極めて難しくなってきている。祭祀歌謡

が村人たちの祈りそのものであった時代には、伝承も再生産も問題なく行われ、大切に守

られて来たのであるが、村人たちが、かつてのような祈りを求めなくなった現代、伝承す

る意味が急速に薄らいで来ている状況は、沖縄でも全地域に及んでいる。社会が変わった

ことから、祭祀内容も変化せざるを得なくなっているのである。祭祀を支えてきた神女た

ちが、高齢化し、世を去ると、その後継ぎが出ないまま、祭祀歌謡の伝承も途絶えてしま

うのである。 

このような時代、新里、上原の役割は、大変重要である。研究は、評論活動を伴う。失

われ行く祭祀、歌謡に、再び光を当て、祭祀全体の重要性を村人たちが再認識することで、

祭祀に再び人々が集まり、村の生活に活気を呼び戻すことができるはずである。 

今回のシンポジウムでは、二人の間で歌謡の研究方法について、国語学的な方法と、文

学・モノグラフ的な方法のどちらが、より適しているかという議論がなされた。このこと

の重要性は今後も検討されて行かなければならないが、両方を兼ね備えるというのも、今

の状況では難しくなっていることは事実である。しかし、できるだけ相備える方向で、採

集した歌謡の資料的価値を高めて行く必要性はあるはずである。 

しかし、新里がこれまでの研究成果を、講演等で発表するということは、今回が初めて

であった。それは、秘儀性の強い祭祀歌謡とその維持者・神女たちとの約束もあって、公

表できなかったという事情もあった。今、狩俣でも祭祀歌謡が失われて行くという状況の

中、評論活動という方向性を考え、新たな研究体制を構築して行く時期が来ているようで

ある。 

そのような時期に、この国際シンポジウムが開催され、上記の発表が成されたのは、き

わめて幸運であったと感じている。両者の今後の活躍を大いに期待したい。（文責・竹内） 
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パネル 41 人の移動を学ぶ－移民、台湾関係からアメラジアンまで 
 
このパネルでは、台湾－八重山関係、沖縄の南米移民、そしてアメラジアンという三つのト

ピックを通して、移動経験と学習をめぐる現状と課題を議論した。学びの場の実践と教材づく

りのプロセスを、豊富な写真・映像資料を用いて紹介し、「人の移動を学ぶ」ことの可能性

について議論するパネルとなった。 
報告者：辺土名章子、松田良孝、野入直美、討論者：森本豊富、司会：松田ヒロ子 

 
（１）授業実践：ボリビアのウチナーンチュ－JICA 教師海外研修を通じて 

辺土名章子（沖縄県立那覇国際高校（2011 年度迄）） 

 
 この報告では、まず、私が実際に高校の英語の授業で行ったアクティビティ“30 Questions 
about Bolivia”（ボリビアをめぐる 30 の疑問）と、“Bolivian Mystery”（ボリビアの謎）

を、会場の皆さんに参加してもらって行った。これらはボリビアの地理など、この国の概

要を把握しながら中心的なテーマに向かって進んでいくための、英語による導入部である。 
 授業の本論となるアクティビティは、「紙芝居風のストーリーを作ろう！」というもので、

内容が込み入ってくるのでこれ以降は日本語で進めるものとした。日本語学校に関する写

真 3 枚、沖縄移民に関する写真 3 枚を見て、何が写っているのかを推測し、古い 3 枚の写

真を使ってひとつの物語を紡いでいくというものである。 
 報告では、実際に授業をする上で工夫した点と、生徒の反応を紹介した。「（私は）沖縄

にずっと住んでいるのに、文化の面ではコロニア・オキナワの子どもたちに負けている感

じがして少し悔しかったです。」「時代と共に価値観とか目的が違ってきていて、開拓をし

にボリビアに入った人々と、その 2 世 3 世とではギャップがあると思う。親からしたらさ

みしいし、むなしい感じがすると思うけど、時代は変わるものだし、価値観が変わっても

沖縄・ボリビアの 2 世 3 世であることには変わりないから、外でいろんな経験を積んで、

コロニア・オキナワのためになる存在になってくれると思う。」などの感想を紹介した。 
 最後に、この授業を行った私自身の収穫として、①生徒が地球の反対側にある未知の国

ボリビアを身近に感じてくれたこと、②国・民族は異なっても、人間として共通する点（文

化的慣習など）がたくさんあると共通・理解できたこと、③コロニア・オキナワを通じて、

ウチナーアイデンティティとしての自分のアイデンティティーを再確認することができた

こと、④生徒がコロニア・オキナワに住むウチナーンチュ 1 世と 2 世の立場になって物事

を考えることができたこと、そして、⑤I enjoyed myself very much!! を挙げた。 
 アクティビティでは、会場の皆さんに楽しんで参加していただくことができた。質疑応

答では、なぜ地理・歴史の教員を巻き込んで、社会的な要素を盛り込んだ内容にしないの

かという質問や、スペイン語圏のボリビアについて英語で授業をすることの意味を問う質

問などがあった。前者については、この教育実践がゼロからスタートした萌芽的なもので

パネル41
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あること、今後、取り組みを広げていきたいと思っていることを話した。後者については、

私自身がさまざまな国に海外旅行に行く中で、英語圏であってもなくても英語で意思疎通

をし、英語の力というものを感じてきたことを話し、そのような英語の広がりを感じても

らうことをひとつの授業のねらいにしていたことを伝えた。 
 
（２）「八重山と台湾の関係をテーマにした地域教材の可能性を考える：八重山の台湾系

住民と復帰の関わりから」 
松田良孝（八重山毎日新聞） 

 
 報告者らは 2012 年度から 2 年計画で標記「教材」の編集作業に取り組み、2012 年 3 月

に沖縄タイムス社から『石垣島で台湾を歩く』として上梓した。八重山と台湾の間には深

いかかわりがあるものの、その体験や記憶が継承されているとは言い難い状況にある。こ

の、忘却されつつ歴史をあまり知らない八重山の若者が、それについてそれぞれの立場か

ら学んでいき、その学びのプロセスを含めた形で原稿を執筆して掲載した点が本書の特徴

である。「それを知っている者が本を書き、読み手に教える」というスタイルとは異なる。 
報告では、「教材」が持つこうした特徴を説明しながら、その活用方法として▽台湾へ修

学旅行に行く八重山の子どもたち向けの事前学習教材▽普段、八重山のことをほとんど意

識することのない沖縄本島の学生向けの教材▽八重山観光の新たなメニューを考えるうえ

でのヒント―などを挙げた。 
 執筆者には、石垣市との協定に基づいて台北教育大学に留学している石垣出身の学生も

含まれており、フロアからはこれらの学生の卒業後の進路について「八重山に就職先はあ

るか」との質問があった。八重山と台湾の間をとりもつ人材の育成やその受け皿の在り方

に着目した問い掛けである。 
 この問い掛けは、八重山において長い間関心を集めながら解決策を見出せていない課題

と言ってよい。「教材」はこの課題の解決に直結するものではないが、課題解決に関心を寄

せる人たちのつながりを強める効果は持ち得るかもしれない。 
 「教材」の使い方に着目した質問もあった。「（教材によって）どこまで教えるのか、ど

のレベルに到達することを目標としているのか」というものである。 
報告者らはこれまで、台湾へ修学旅行に行く与那国島の中学生に対して出前授業を実施

してきたが、その際、生徒たちに現在の台湾に興味を持ってもらったうえで、生徒たちの

祖父母や曾祖父母の世代が台湾と深く関わり合ってきたことを指摘し、訪問先の台湾が自

らと無関係ではないことを意識してもらうように努めてきた。生徒たちが、もし、八重山

と台湾の関係や台湾についてさらに知りたいと思ったならば、「教材」の出番となるだろう。 
 台湾向けの修学旅行については、セッション終了後にも来場者から「与那国島の中学校

教員から『台湾へ修学旅行に行く教育的な意味を見出せない』という悩みを聞かされたこ

とがある。こうした状況は現在どうなっているか。状況が変わる可能性はあるか」とのコ
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メントをいただいた。 
 八重山の学校教育現場のなかに、台湾向けの修学旅行に対する戸惑いがあることは否定

できない。台湾との関係を学ぶ教育的な意義を学校教育関係者が見出せるよう、今回報告

した「教材」はすでに与那国を含む八重山の全中学校に配布済みである。今後は、配布し

た「教材」を実際に手に取り、学校教育の場に活かしてもらえるよう働き掛けていく必要

がある。 
 
（３）アメラジアンが学ぶ、アメラジアンについて学ぶ 
－映像教材が描く＜もうひとつの沖縄＞ 

野入直美（琉球大学） 
 

 この報告では、冒頭で「筑紫哲也ニュース２３」の特集「もうひとつの沖縄の現実－ア

メラジアン」（1998 年 8 月 13 日放送）と、アメラジアンスクールの中学生クラスが制作し

た“A Day at AmerAsian School”(アメラジアン映像プロジェクト制作教材ＤＶＤ“We are 
all STARS!!アメラジアンスクールの挑戦”2011 年 6 月)を紹介し、「基地の落とし子」とは

異なるアメラジアン像を描きたいという、当事者によるＤＶＤ制作の動機を伝えた。続い

て、アメラジアンスクールの中学生クラス制作のドラマ“Double World”を紹介し、「同じ

顔をした男たち」がアメラジアンの女の子を追いつめるストーリー展開について考察した。

最後に、映像を用いた地域の学校との交流授業の感想をとりあげ、「私たちアメラジアンが

普通の子どもたちだということをわかってほしくてＤＶＤを作りました」という生徒の発

言から生じた、「普通」をめぐる学びの過程を紹介した。ここでは、アメラジアンの子ども

たちと地元の子ども・若者たちの間で生じた意識のずれに着目する重要性について述べた。 
 質疑応答では、「筑紫哲也ニュース２３」が報道された 1998 年と、ＤＶＤが制作された

2011 年の間に生じた変化を問う質問があった。それに対しては、1998 年の設立当初はアメ

アメラジアンスクールの存続そのものが危うい状況があったこと、現在は校舎やカリキュ

ラムが改善され、初期の卒業生が子どもたちのロールモデルとなっていることを話した。 
 終了後、早稲田大学の「沖縄を考える学生ネットワーク」の学生さんに、「アメラジアン

をとりあげていいですか？みんなで沖縄にうかがってもいいですか？」と問いかけていた

だけたのがうれしかった。このパネル自体がひとつの学びの場となったのである。 

アメラジアン映像プロジェクト制作教材ＤＶＤ“We are all STARS!!アメラジアンスクール

の挑戦”の試聴・購入申し込み：http://www.aasovideoproject.blogspot.jp/ 

 
「人の移動を学ぶ―移民、台湾関係からアメラジアンまで」 

討論者：森本豊富（早稲田大学） 
 
 本セッションでは、「人の移動を学ぶ」という観点から、ボリビアのコロニア・オキナワ
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（辺土名報告）、八重山と台湾（松田報告）、アメラジアン（野入報告）の３事例を扱った。

いずれも「人の移動」によって生じた沖縄固有の事象を次世代に伝える教材開発がテーマ

となっている。また、高校の英語教師、地元紙の記者、大学教員というそれぞれ異なる立

場にはあるが、生徒自らが教材作成に関わる自主性を重んじた教材開発という点で一致し

ている。辺土名報告では、コロニア・オキナワを題材に紙芝居を作ることによって生徒自

身がボリビア在住の沖縄移民の立場にたって考えることができたと報告している。松田報

告では、出前授業や台湾系住民によるレクチャー、市民ツアーの企画などの活動を通して

「石垣島で台湾を歩く」教材を生徒が協力し合って作成し、島の再発見につながったと述

べている。また、野入報告では創作ドラマと授業風景を録画した映像作品「We are all 
STARS!! アメラジアンスクールの挑戦」の制作に同校の中学生自身が関わることによって、

自らの思いを外に向けて発信し、地元の大学生らにも考える素材を提供したことが明らか

にされている。  
 人の移動をテーマとする移民研究では、（１）移民調査地でのフィールドワーク、私蔵ま

たは死蔵されている資料の発掘、 資料館・公文書館・図書館等での文献調査、（２）文書、

音源、映像、物品等の移民資料の修復・デジタル化・目録作成・資料の公開を経て、（３）

教育現場での活用へという流れが想定されていたが、野入氏の趣旨説明にもあるように「学

びの場で起こっていることを研究はどのように受け止め、展開させていけるかという議論

もできる」との現場からの視点の重要性が指摘された。現場に密着した研究者ならではの

発想であり、教えるのではなく、共に学ぶ大切さを示唆している。しかし、このことは、

個別具体的な調査研究に価値が無いということをいっているのではない。研究の成果が調

査対象者や社会全体にも還元される仕組みを、現場とのやりとりを重ねて行くなかで実現

していかねばならないということである。すなわち、研究者は個々の分野で調査を重ねな

がら、教師でもあり研究者でもある Teacher Researcher との連携が、これからの研究には

求められるということであろう。 
 国境や文化圏を越えて移動する人のトランスナショナル・ヒストリーの観点に立てば、

海外に渡った日本人が日本の近現代史の中で果たした役割は決して小さくないことがわか

る。「移民」という呼称が付与された瞬間に、ある種のネガティブなニュアンスが想起され

る傾向はある。しかし、差別や偏見、失敗談の歴史ばかりではなく、日本人移民が故国や

郷里のために果たした役割を伝えることは、人の移動がもたらす意味を多角的、客観的に

知る上で役に立つ。また、自らも何らかの形で移民につながりがあることに気づくための

格好の素材を提供してくれる。移民について、具体的な内容をどのレベルでどこまで教え

るのかといった検討課題は残されているが、未来をになう次世代に関わってきた本セッシ

ョンの報告者による発表は、いずれも貴重な試みであり示唆に富む内容であったといえる。 
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パネル 42：自由論題 歴史 
 
タイトル：オモロの再構形 

所属：早稲田大学琉球・沖縄研究所、駒場東邦中学・高等学校 

氏名：松永明 

 

①報告の概要 
『おもろさうし』所収の祭祀歌謡オモロは、他の南島歌謡同様、対語・対句を連ねて叙述を展開する対句部と、

各節ごとに反復される反復部から構成されるものがほとんどである。そして同じ詞章が次節以降にも現れる場合、

対句部・反復部ともに往々にしてその記載は省略されるものの、詞章の省略法に厳密な規則性が存在するわけで

はない。 
このため記載の省略法や対句部と反復部の弁別について考察し、歌われていた原形を再構することは、オモロ

研究上の重要なテーマであり、これらを含んだオモロの歌形論が玉城政美氏や波照間永吉氏などの先学により意

欲的に論じられてきた。しかし残念なことに、従来の研究成果を踏まえた上でオモロ 1554 首全首を客観性を備

えた原形に復元することを試みた再構形は、これまでに提示されていない。 
そこで報告者は先学の研究成果を踏まえつつ、オモロ全首の客観的再構を試みた。以下がその例（『おもろさ

うし』１番歌）である。下線部は復元した詞章、・
ナカグロ

は対句部と反復部の境界を示し、旋律の反復を示す節ごとの

一・又記号は省略してある。 

000100 あおりやへがふし

000101 きこゑ大ぎみぎやおれてあすびよわれば・てにがしたたいらげてちよわれ

000102 とよむせだかこがおれてあすびよわれば・てにがしたたいらげてちよわれ

000103 しよりもりぐすくおれてあすびよわれば・てにがしたたいらげてちよわれ

000104 まだまもりぐすくおれてあすびよわれば・てにがしたたいらげてちよわれ

当該形式による再構形には以下のような特徴がある。 

1. 節単位で改行・並列しているため、節の相互比較及び節内の詞章の承接確認が容易である。 

2. 復元した詞章はそれが明示されている（下線部）ため、再構前の記載形を遡源することが容易である。 

3. ・
ナカグロ

によって対句部と反復部の境界が明示されているため、復元した詞章が対句部か反復部かが明白であ

る。 

そして報告者は当該形式による再構形が、未だ不分明な点が多いオモロの歌唱法を考察する一助ともなり、

ともすれば判断が揺れる対句部と反復部の弁別にも有益であることを指摘した。 

 

②議論の内容 
報告の内容に関しては特段の意見はなかったものの、今回の成果をインターネット上などで公開する予定の有

無について、出席者より質問があった。これに関し報告者は、印刷物として刊行した上で検討したい旨の返答を

行った。 
なお本報告は平成１７年度学校法人東邦大学額田奨学金の交付を受けて行った研究成果の一端である。記して

謝意を表する。 
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一八六〇年の琉球使節派遣の延期に関する考察    （ベネチア大学）ティネッロ・マルコ 
琉球使節の最後の江戸立の計画（第一四代将軍徳川家茂への慶賀使）は一八六二年に予定されていたが、幕府

は一八六〇年五月六日に国事多端を理由に江戸立の延期することを命じた。先行研究によると（紙屋敦之氏「琉

球使節の最後に関する考察」）、この延期の背景には、一八六〇年三月三日に起きた桜田門外の変（大老井伊直弼

の暗殺事件）があった。薩摩藩は、大久保利通らによる軍事的な計画を避けるために予め江戸立の延期を願い出

ていた。先行研究によると、琉球使節はこの年に終止符を打たれたことが述べられている。 
私はこの先行研究を尊重しながら、桜田門外の変の影響をより広い視点で見る必要があると考えている。井伊

直弼の暗殺に薩摩藩の一人の侍が参加したことを受けて、薩摩藩は①彦根藩の復讐を避けること、②大久保らの

軍事計画を実現化させないように、藩主茂久が江戸参府を果たさないことが重要な政策となったと思われる。薩

摩藩主の江戸参府とは、参勤交代と同時に琉球使節の江戸立を意味する。 
一八六〇年五月三日に薩摩藩は藩主の江戸参府を逃れる政策の一環として幕府に琉球使節の延期を願い出た

と思われる。参勤交代に関しては、薩摩藩は、一八六〇年三月以降、繰り返して延期の願いを出ることに至った。

すなわち、桜田門外の変後、薩摩藩による幕府に対する江戸立の延期の要求と藩主の参勤交代の猶予の願いは、

薩摩藩主の江戸参府を逃れるという同じ目的を持っている政策として考えるべきだと思われる。しかし、薩摩藩

主の参勤はより広い視野で見ることが重要である。藩主の参勤交代は江戸立の大前提であり、一八六〇年三月以

降の参勤交代の成り行きにも注目する必要がある。 
一八六一年一二月一五日、薩摩藩は芝屋敷焼失を理由に幕府に藩主の参勤猶予を要求した際、幕府は芝屋敷焼

造営のために金二万両を恵与し、二五日に藩主の参勤を一八六二年九月中までに行うべしという命令を出した。

さらに幕府は二六日に、（一八六二年の）当秋の琉球使節のために薩摩藩に金一万両を恵与した。参勤交代の「九

月中」は、江戸立の「当秋」に一致した時期だと思われる。 
以上からみると、幕末になると、琉球使節の解体の時期をさす時計の針を一八六〇年から二年後の一八六二年

前後に進める必要があると指摘したい。マクロの視点からみると、琉球使節の江戸立は、一八五八年の日米和親

通商条約などを伴った日本の開国を超えた外交儀礼である。ミクロの見方によれば、江戸立は三者間の権力関係

であるので、幕末においても幕府・薩摩藩・琉球のそれぞれの視点で見ることが重要である。私は、薩摩藩主の

参勤交代というレンズを通じて、江戸立に関する幕府・薩摩藩・琉球のそれぞれのパースペクティブを追ってみ

たい。 
 私の報告に関する議論の中で重要な指摘がなされた。これは幕末の琉球国の政治的な状況に関することである。

琉球からみる江戸立の解体を理解するために、一八五九年に起きた牧志・恩河事件にも注目する必要があるとい

うコメントをいただいた。特に、その事件に伊江王子が果たした役割にも検討することが大事である。これは非

常に重要な指摘であり、是非私の博士論文の研究テーマに関連づけてみたいと考えている。 
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オモロと琉歌における｢大和｣のイメージ 
 

法政大学 人文科学研究科 日本文学専攻 
博士後期課程 1 年 ヤナ・ウルバノヴァー 

 
① 報告の概要 
地理的に高い場所あるいは歴史的文化的観点からも重要な場所へ行くという意味を含んだ動詞「上る」が、

オモロや琉歌で、共に「大和」と一緒に詠み込まれている例が見られることから、「大和」が当時の人々に

とって重要な位置にある場所として、高く評価されていたことがうかがえる。そこで、本報告では、「大和」

がオモロと琉歌の中で、どのように描かれ、扱われているのかという問題について考察した。 
大和のことを取り上げたオモロ（計 21 首）と琉歌（計 19 首）の数は、ほぼ同数であることが判明した。

ほとんどの歌で、「大和」という単語が使われているが、オモロのほうには「山城」と「日本内」、琉歌には

「日の本」という、独自な言い方が少数ではあるが見られた。今回、調査対象としたオモロと琉歌には同じ

「大和」という語を用いているが、そのイメージには相違点のあることが判明した。 
● オモロの場合は大和に反感（5 首）や競争心（7 首）を持つものが多く、こうした例は計 12 首あり、

全体の半数以上を占める。そうしたオモロの中では、沖縄の評判が大和にまで轟くようにと願って謡う例や、

沖縄を大和に喩える形で沖縄を賛美する謡い方のパターンが目立つ。具体的な例を挙げると、『おもろさう

し』の巻 16・1144 のオモロの中に、沖縄の有名な城のある勝連を大和の鎌倉に喩える形で、賛美している

ものがある。 
● 一方、琉歌の場合には大和への反感の歌が 1 首しか見られず、それ以外は大和に喩えたり、まったく

喩えなかったりする様々な形でありながら、沖縄を中心に考え賛美する歌や、沖縄に言及せず大和を単に賛

美する歌が各 6 首ずつで同数あり、沖縄にも大和にも偏っていないことがわかった。具体的な例を挙げると、

大和の女性達より勝れている沖縄の女性達の姿を賛美する歌が『琉歌大成』の 4466 番歌に見られるのと同

時に、「名に立ちゆる大和」と表現する歌が、『標音評釈琉歌全集』の 1709 番歌もあり、これは単独で評判

の高い大和のみを賛美している。なお、「名に立ちゆる大和」のような例はオモロには見られない。 
● 残りの 6 首の琉歌は単に個人的な感情だけが謡われており、主に琉球王国の国王、按司や神女を賛美

するオモロには見られない特徴であることが判明した。こうした違いは、オモロが公的儀式の場における「叙

事歌」であるのに対し、琉歌のほうは民衆が私的感情を表現する「叙情歌」という違いに基づくものと考え

られる。 
結論としては、オモロの中に表れる大和のイメージは歴史的・政治的な背景から反感の歌が 5 首、競争心

を持つ歌が 7 首現れたと考えることができよう。ところが、琉歌の場合は大和との歴史的・政治的な部分を

ほとんど持ち込まなかったので、主に個人の感情を表現した歌が 6 首と多いのに対して、反感の歌のほうは

わずか 1 首という結果になったのであろう。 
② 議論の内容 
琉救王府により採録されたオモロと、民間の個人の間で謡われた琉歌は、そもそもジャンルが違うので、

両歌を比較することは適切かどうかという質問も出た。それについては、オモロも琉歌も琉救王朝の時代に

誕生したものであり、お互いに深い関係を持つものであることは先行研究でも指摘されているため、当時の

琉救の人々が「大和」をどのようなイメージでとらえていたのかという調査は意味があると思われる。また、

両歌の「大和」のイメージには相違点があり、今後の研究課題としては、オモロや琉歌の成立した歴史的な

背景についても、さらに深く考察すべき、との指摘もあった。 



─  154  ─

 

パネル 43： 沖縄近代と語られる女性の移動経験：日本本土・南洋群島・台湾へ 
 

責任者：松田ヒロ子（日本学術振興会／上智大学） 
司会： 蘭信三（上智大学） 

報告者：大城道子（無所属）・森亜紀子（京都大学）・松田ヒロ子（日本学術振興会／上

智大学） 
討論者：澤田佳世（沖縄国際大学／南島文化研究所） 

 

アジア太平洋戦争前の沖縄からの出移民（出稼ぎを含む）は、「（外国への）移民、移

住」「（日本本土への）出稼ぎ労働」「（植民地への）入植」の三種に分類されるのが一

般的である。だが、三つの異なるタイプに分類される移動は、相互に異なる事象として考

えられ、地域間の相互連関性や同時代性が研究の視野に入れられることは少なかった。本

部会は、いずれも 1920年代に本格化した沖縄から日本本土、南洋群島、植民地台湾への移

動を比較検討し、相互の関連性にも着目する。とりわけ、各報告は女性自身の移動の経験

を重視し、それが戦争と引揚げを経た後のライフヒストリーといかに関連するのか、また

移動の経験がどのように想起され、語られるのかという点に注目しながら、戦前の沖縄か

らの出移民を再検討する。 

 

【第一報告】沖縄出身女性の紡績工場就労体験の意味（1906―1944） 

The Experience of Okinawan Female Workers in Japan’s SpinningFactories (1906-1944)

大城道子 

（報告の概要）女性の賃金労働は、1883（明治 16）年に操業を開始した初の民間資本大阪

紡績で開始された。その後、設立された大小の紡績会社により女性労働者の需要は高まっ

た。船賃や前借金がかかり、風俗習慣も異なる沖縄からの海を越えた募集は、1906（明治

39）年末に始まり、大正期に本格化した。この時期は、工場環境の劣悪さ、頻発するスト

ライキ、募集にまつわる悪評がひろまる傍ら、バスガイドや電話交換手、店員など女性を

対象とした職業が増え、紡績女工そのものの地位を低いとする風潮が定着し、本土での応

募者は激減していた。一方、紡績資本は統廃合を繰り返しながらも、操業錘数を増大させ、

必要な労働者数は増加、工場間での女工争奪なども起こっていた。そのような紡績資本の

窮状を救ったのが、沖縄からの募集開始であった。旧慣温存期の後、1903（明治 36）年か

ら本格的に資本制が導入された沖縄では、義務教育修了者の働く会社工場等の設置は無か

った。女工不足に悩む本土の紡績資本と、働く場の無い沖縄出身女性が、マッチングした

時期が、募集形態でいえば、第三期募集困難期であった。 

沖縄出身女性の就職した工場は、日清戦争後の恐慌・不況を乗り越えて生き残った六大紡

系八社と、その他の中小地方紡績の二種類に大別でき、六大紡系の大阪、三重、富士の各

紡績会社は、一貫して沖縄を募集地として定めた。特に、大阪と三重が合併した東洋紡績

は和歌山紡績などと共に戦前安定的に、沖縄を募集地保全地域として確保してきた。 

沖縄出身女工は契約満期後、引き続き同じ工場で働く者もいたが、大手紡績の規律をきら

った経験工は、自由の利く二番手の中小工場へ自由労働者として移っていった。つまり、

大手の会社は募集に依り、二番手グループ等は大手で経験を積んだ女工の働き口として、

いずれも、沖縄出身女工を安定的に採用することができたのである。 

パネル43
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結果的に紡績資本の遠隔地募集は、女工の実質賃金を低く抑える作用を果たしたと指摘さ

れている。一方で、沖縄出身女工経験者は「ボーセキは良かった。楽しかった。また、行

きたい」と言い、働く場があったことを晩年になっても評価し、親へ仕送りできたことを

誇りとしている。このように、「女工哀史」を越えた働き方をした沖縄出身女性にとって

は、性別賃金差別が課題であったと思われる。だが、当事者たちはエスニシティ差別には

敏感に反応しトラブルやサボタージュを起こしているものの、労働者としての権利要求意

識は未だ薄かった。退職後は、紡績女工体験を糧に、本土の沖縄人集住地区、郷里沖縄の

農村、または南洋群島や南米移民先の世帯形成者となった。ムラ内で人生を完了した親世

代とは異なる、帝国日本の領域や、外国へも移動する、近代経験を経た女性層の出現だっ

たといえる。 

（議論）討論者から女性の主体性と階級について説明を求められた。戸主意識が日常生活

を律していた当時、士族女性に比べ上級学校への進学が叶わなかった平民階級の女性は、

紡績工場での就職を働く場だけでなく学ぶ機会としても捉えていた。報告者は、200 名余の

直接当事者の語りから、従来言われて来た「家庭の犠牲」や親や募集人による強制として

ではなく、「働きたい」「大和へのあこがれ」を実践する機会として捉え、積極的に募集

に応じたことを明らかにし、女性自らの選択を主体性の第一とした。また、フロアからの

自由恋愛の有無についての質問に対しては、本土での就職が、同郷以外の異性との出会い

をもたらし、出身地を越えた男女の結びつきを可能としたことを述べた。 

 

【第二報告】沖縄女性たちの南洋経験−世代による差異に着目して 

The Experience of Okinawan Woman in Japanese Micronesia

森亜紀子（京都大学大学院博士課程） 

（報告の概要） 報告者は、2006 年夏から現在までに沖縄本島・宮古諸島伊良部島をフィ

ールドに、旧南洋群島引揚者 149 名（男性 86 名、女性 63 名）から移民経験・戦争体験を

伺ってきた。その結果をもとに、報告では「沖縄女性にとって南洋群島での経験とは何だ

ったのか」を検討することを目的とし、以下 3 点を具体的課題とした。①渡航から戦争・

引揚までの一連の経験を「南洋経験」として相対的に把握する、②沖縄女性内部の経験と

語りの多様性を「世代による差異」という視点から明らかにする、③語られないことにも

着目する。得られた知見は以下 4点である。 

（1）南洋群島で暮らした沖縄移民の経験は、初期移民とその子ども、後期移民とその子

どもの 4 つの世代で大きく異なった。特に戦時期には沖縄移民が決して一様であったので

はなく、初期移民の子どもたちは上層に参入する機会を得、初期移民は中層に、後期移民

は下層に位置するというように「重層化」していた。この重層性は、沖縄女性個人の経験

をも規定した重要な背景である。報告では、以上 4 世代の内、初期移民の娘、後期移民女

性という 2つの世代の経験を検討した。 

（2）初期移民の娘だった女性たちは、南洋群島で暮らした期間を、しばしば人生の中で

も「幸せだった時期」として語った。それは、群島の基礎を築き、中層に位置した親たち

（初期移民）の暮らしが次第に豊かになる中で成長し、同世代と共に学ぶ教育の場にも恵

まれていたからである。さらに忘れてはならないのは、そのような社会で自己形成した彼

女たちが沖縄へ引揚げた時、それは「帰郷」ではなく、未知の社会への編入を意味し、戸

惑いと疎外感をもたらすものだったことである。この戦後経験は南洋経験をより一層幸せ

だった時期として想起させる理由になっている。 
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（3）後期移民として戦時期南洋群島に渡った女性の南洋経験は、初期移民の娘とは対照

的に「語り難い」ものだった。なぜならば①ソテツ地獄以降経済不況下の沖縄で育ち幼少

時から「働き手」として家計を支えねばならず、そもそも教育を十分受けられなかったこ

とが現在も「語る場」へ向かうこと自体を躊躇わせる経験としてあり②男性を「生かす」

ことが優先された戦時という状況の中で、南洋群島へ「渡航させられた」面があり③南洋

群島へ渡ることは「下層労働者である人夫の妻」「幼い子の母」となることであり、それ

は戦場下において最も弱い立場で生き抜かねばならなかったことを意味したからである。 

以上のように、どの世代に位置するかによって、渡航時期・南洋群島内での階層が異なり、

それによって女性の経験と語りの内容、語り方も随分異なっていたことを明らかにした。 

（議論）討論者からは、沖縄女性にとっての南洋経験が、主体性の発揮として語られた紡

績経験・台湾経験と異なるのはなぜかとの質問がなされた。報告者は、帝国内における南

洋群島の位置づけが極めて低く、戦場として切り捨てられたというマクロ状況が、特に後

期移民女性の南洋経験への否定的意味付けに刻印されていると回答した。フロアからは、

①女性の経験として渡航地での「自由恋愛」があったのではないか、②植民者としての側

面が検討されていないとの指摘を受けた。①には、初期移民の子ども、すなわち南洋群島

生れで地縁血縁関係からある程度「解き放たれた」世代に他シマの男性、本土出身男性と

の恋愛・結婚経験が聞かれたが、青年期・結婚適齢期を迎えた頃に戦場化しているため、

そのような状況は一般化しなかったと回答した。②は、沖縄女性の「植民地経験」の重要

な側面であるが、時間の関係上、議論できなかった。今後の課題としたい。 

 

【第三報告】宮古島から植民地台湾への移動：女性のライフヒストリーを中心に 
Migration from Miyako Island to Colonial Taiwan: A Case Study of Female Life Histories

松田ヒロ子（日本学術振興会特別研究員 PD) 
 

（報告の概要）本報告は、これまであまり光の当てられてこなかった、宮古島から植民地

台湾への移動に焦点を当てた。宮古島は植民地台湾への「移民（以下、括弧をはずす）」

と疎開者の主要な送出地域のひとつである。また宮古島にとっても、台湾への移民や疎開

を経験した人口が占める割合は高い。本報告は、沖縄県から植民地台湾への移動を女性の

経験から再考するとともに、両地域間の人の移動の多層性を示すことをねらった。 

報告では、私が聞き取り調査したインフォーマントのうち、1920 年代に生まれ、戦後、

宮古島に引揚げてきた二人の女性のライフヒストリーを簡単に紹介した。年齢や性別など

から、これら二人の「在台沖縄人」の違いは、統計上ではほとんど浮き彫りにされること

はないだろう。だが、二人のライフヒストリーを検討すると、植民地台湾経験の意味にお

おきな違いがみられることが明らかとなった。 
一般に、植民地台湾の日本人女性の多くは主婦として生活し、職探しのために台湾に渡る

ことはあまりなかった。またブラジルをはじめとする主要な海外移民先において、沖縄女

性がホワイトカラー職に従事してキャリア形成をする機会は限られていた。それらと比較

すると、沖縄県から植民地台湾への出稼ぎや移民は特徴的である。本報告では、自らの意

志で台湾に渡り、地縁や血縁を頼らずに職を探す沖縄県出身女性は、植民地台湾では珍し

い存在ではなかったことを示した。また、先行研究が指摘しているように、1930 年代後半

に台湾に渡った沖縄県出身女性の就職は、戦時体制下の台湾で女性が従事する職種の拡大

が関連していることを事例から示した。 
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 また、沖縄女性が自立して働くことがめずらしくなかったとはいえ、父親や夫に従属す

るかたちで台湾に渡った女性も少なくなかった。日本が台湾を統治する上で担った日本人

移民が担った役割を考慮すると、女性たちが台湾で職業を持っていなかったからといって、

日本の植民地統治と無関係であったとはいえないだろう。これまで注目されることは少な

かったが、植民地台湾において沖縄県を本籍地とする住民のなかには、沖縄県で生まれ育

った後に、ひとりで、あるいは家族移民として台湾に住むようになった人びとに加えて、 
台湾で生まれ育ち、引揚げるまでは沖縄県に上陸したことすらないような人びともめずら

しくなかった。彼ら・彼女たちの多くは、 他府県出身の日本人と共に、「支配者」として

教育を受け、沖縄県の方言を全く話せない人も多かった。 本報告では、植民地台湾に生き

た沖縄系の人びとのアイデンティティは複雑で可変的なものであったことを示した。 
最後に、 戦前の沖縄県から植民地台湾への人の移動は、戦後の沖縄県において、台湾引

揚者が担った役割という視点から再検討される必要があることを指摘した。沖縄の近現代

史は、しばしば沖縄戦が分岐点とされ、戦争前後の連続性よりも断絶の方がより強調され

る傾向にある。だが、戦後沖縄社会のあり方を検討する際には、帝国日本の一部として存

立していた戦前の沖縄との連続性を問い直す必要があるだろう。 

（議論）討論者から「宮古島から台湾への人・女性の移動に関する研究蓄積が少ないのは

なぜか」という質問がなされた。それに対して、宮古島へ「帰還」した台湾引揚者の多く

が、戦後、再度島外に転出したため、系統的なフィールドワークを行うことが難しいこと

を理由のひとつとして挙げた。討論者からはまた、「台湾における沖縄女性の階層化され

た位置づけと、近代経験との関係性」や「植民地台湾で展開する移動女性の交渉、移動を

通じて女性が獲得した文化資本をめぐる沖縄社会における緊張関係のあり方」について問

われたが、時間の関係で応答できなかった。今後の課題としたい。またフロアからの質問

で「女性の主体性を強調していたにもかかわらず、恋愛について全く触れられ得なかった

のが残念だ」との感想が出されたが、研究の枠組みや聞き取り調査にのぞむ姿勢を問うコ

メントとして真摯に受け止めたい。 

 

女性の移動経験にみる沖縄の植民地的近代とジェンダー（討論） 

澤田佳世（沖縄国際大学南島文化研究所） 

本パネルは、戦前の植民地帝国･日本の一部、内国植民地としての沖縄から日本本土･南洋

群島･台湾への女性の移動経験に注目し、移動する女性の視点から、その主体的意味づけの

もと沖縄近代の再考を試みた。既存の沖縄移民研究における女性主体の不可視化に抗し、

移動する女性の行為主体性を照射することで、多様な動機と交渉が交錯する沖縄女性の移

動経験を背景に、重層的な権力構造の中、越境する女性の多様な近代経験で紡がれた沖縄

の植民地的近代のありようが示唆されている。 

一方、沖縄の近代と女性の移動経験との関係性、ひいては植民地的近代を生きた女性主体

の問題と移動経験との関係性について、ジェンダー的視点からより精緻な分析も要される。

女性の階級･階層ならびに各移動先での沖縄女性の社会的位置づけによって、女性の移動及

び近代経験はどのように異なったのか。移動した女性は、複数の植民地的近代を経験する

中で複数の家父長制と対峙したはずである。女性は複層化した家父長制とどのような交渉

を試み、沖縄の近代を形成する行為主体となっていったのか。移動を通じて女性が獲得し

た文化資本と近代経験は、沖縄の近代に如何なる緊張関係をもたらし、既存のジェンダー

秩序にどのような組み替えを迫ったのか、今後の研究の進展が期待される。 
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[44] 国際アクターとしての沖縄──戦後沖縄の「対外関係」 
【司会／討論】国吉 知樹（早稲田大学） 
【報告】1950 年代米国の対北東アジア政策と沖縄─日本・韓国・台湾との比較から 

高 賢来（東京大学博士課程） 
 1970 年前後の沖縄返還を巡る屋良朝苗政権の対外関係 

小松 寛（早稲田大学琉球・沖縄研究所） 
 1990 年以降の海兵隊抑止論から見る沖縄と日米安保 

波照間 陽（早稲田大学博士課程） 
 本パネルの目的は、戦後沖縄の対外関係を考察することにより、国際社会における「ア

クター」としての可能性を探ることであった。報告と質疑は以下の通りである。 
1950 年代米国の対北東アジア政策と沖縄：日本・韓国・台湾との比較から／高賢来 
 本報告は、沖縄の 1950 年代を二つの視点から北東アジアという地域大の文脈の中に位置

付けようというものであった。一つめは、米国アイゼンハワー政権(1953-61 年)の対北東ア

ジア経済政策と対沖縄政策との関係であり、二つめは、56 年の「島ぐるみ闘争」と当時日

本、韓国で起こった脱冷戦的運動との関係である。 
 アイゼンハワー政権は同盟国・占領地域の工業製品輸出を通じた経済発展を導き出すよ

うな貿易促進政策を、その対北東アジア経済政策の主要な特徴の一つとしていた。それは、

日本では同国の GATT 加盟への支援につながり、台湾においては 50 年代後半の輸出志向工

業化への転換に重要な役割を果たした。さらに、様々な事情から韓国においては貫徹こそ

されなかったが、やはり、こうした政策の施行が試みられた。そして、沖縄でも通貨改革

や、労働集約型工業製品の輸出を一つの主要な軸とする経済開発政策作成へのテコ入れ等、

台湾や韓国といった他の新興地域で試みられたのと類似した政策がとられた。さらに本報

告は、こうした米国の対北東アジア経済政策という文脈の中での、沖縄の特殊性について

も考察した。一つめは、米国の対沖縄政策決定の主体は他の事例と異なり、国務省ではな

く軍部であったことである。二つめは、こうした米国の政策が施行されることとなった過

程についてである。他の事例では、それらの国々での政治情勢が米国の政策に与える脅威

が、先述したような経済政策適用へとつながっていった。しかし、沖縄の場合は被援助経

済から基地収入経済への経済構造の転換も、そうした経済政策の適用に大きな影響を与え

たことは明らかであった。しかし、これらの特殊性を考慮しても、やはり米国の対沖縄経

済政策は当時の北東アジアの文脈にかなり深く埋め込まれたものだったと結論付けられる。 
 本報告はさらに、「島ぐるみ闘争」についても、当時の日本の中立主義や韓国の平和統一

論といった、各地でその政治情勢に一定の影響力を持っており、東西対立という冷戦の論

理を超越して作用し得た「脱冷戦的運動」の文脈に位置付けようと試みた。当時、こうし

た運動が各地で同時多発的に起こったのは、50 年代初めに朝鮮戦争勃発と同時に進んだ米

国や現地の親米保守政権による冷戦戦略優先の政治体制に対し、50 年代中盤には緊張緩和

とともに各地の民衆の意識・無意識的な反発が強まっていったためと考えられる。そして、

パネル44
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こうしたムーヴメントにアジア・アフリカ諸国と中国のプレゼンスの増大や反核思想が抵

抗のための言葉を与えていった。当時の沖縄の「島ぐるみ闘争」をはじめとする、民衆を

主体とした米軍統治への異議申し立て行動もそうした文脈の中に位置づけられるものであ

った。そして、特に、日本、韓国、沖縄においてはこうした「脱冷戦的運動」への対策と

なるであろう経済発展を実現するために、アイゼンハワー政権は上述した貿易促進、経済

重視政策を実行しようとしたのであった。こうした現地からの異議申し立てへの米国の対

処は、北東アジア地域において様々な変化を伴った。沖縄においては、日本との経済関係

を強めることで本土復帰への前提条件を経済的側面から形成していく一方で、米国による

政治的争点の経済的解決の試みは軍用地の新規接収への反対を棚上げしていった。 
1970 年前後の沖縄返還を巡る屋良朝苗政権の対外関係／小松 寛 
 本報告の目的は琉球政府「屋良政権」による対外関係の方針と内容を考察することであ

った。資料として、主に沖縄側は『屋良朝苗日誌』（沖縄県公文書館）を、日本側は『沖縄

返還交渉、日米安全保障条約改定交渉関係』（外務省外交史料館）を活用した。 
 琉球政府の対外関係は主席自らが陳情や要請のため日本や米国との要人との交渉を重ね

ることによって成立していった。日本首相との会談は少なくとも1955年から行われており、

1960 年からは毎年行った。 
 屋良政権の対日本政府折衝について、本報告は米軍基地と財政支出の 2 点に着目する。

1969 年、日本政府と琉球政府間で行われた米軍基地に関する交渉で重要な議題となったの

は「本土並み」の意味するところであった。この論点とは、在沖米軍基地の密度や規模を

「本土並み」にするという「実質的本土並み」か、もしくは核持ち込みや自由使用を制限

し、法制度を日本本土の米軍基地と同等にするという「形式的本土並み」にとどまるのか、

ということであった。日本政府は「本土並み」について実際の交渉の場では、報道されて

いた「形式的本土並み」という見解ではなく、規模や密度も本土と同等になるという「実

質的本土並み」の可能性が何度も示されていた。しかし、実際には「実質的本土並み」は

おろか、「形式的本土並み」さえも、「核密約」により反故されていた。 
 69 年の沖縄返還決定後、琉球政府は財政支出を日本政府に要請した。その一例として、

毒ガス移送道路建設費問題がある。日本政府の窓口として山中貞則総務庁長官が、建設費

負担に努力し、屋良が感謝している記述が『屋良日誌』には残されていた。しかし、実際

には屋良が山中に掛け合う前から、日本政府が支出することは日米間で予め決められてお

り、そのシナリオを描いていたのは山中本人だったことが、米国陸軍の資料から分かった。

他方で、ドクショックに伴う日本政府による差額補償については前もって米国側にも伝え

られていなかった。ここから、琉球政府が訴えた「国家の責任」に応える形で、日本政府

は時折「もったいぶった」態度をとりながらも、財政支出を行ったと言える。 
 また、屋良主席は米国民政府や国務省官僚との会談も行っていた。1969 年 8 月のマイヤ

ー米国大使との会談録から、駐日米国大使（国務省）は「静かな交渉」、すなわち沖縄の社

会状況の「鎮静化」の継続を期待していたことが読み取れる。そして米国側は屋良が復帰
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に関する要望を伝えるのは、真にそれを求めているというよりは、支持者への政治的パフ

ォーマンスと考えていた。 
 以上の様に本報告は、琉球政府に日米両政府にどのような働きかけを行い、それに対し

て日米政府がどのように応答したかを検証することを試みた。このような視点に立てば、

「日本沖縄関係史」「沖米関係史」という問題設定の可能性についても議論できるであろう。 
1990 年以降の海兵隊抑止論から見る沖縄と日米安保／波照間陽 

本報告は、90 年代以降、何がきっかけで日本政府（以下、政府）は米国海兵隊（以下、

海兵隊）が抑止力であると論じたのか、政府が海兵隊の抑止力をどのように認識してきた

かを明らかにする。最近、日本国内では、在日米軍の一部を構成する海兵隊と抑止力が関

連付けられて論じられる傾向がみられる。なぜ今、これらが議論されるのだろうか。いつ

頃から海兵隊と抑止力がリンクされた議論が出てきたのか。なぜ、空軍、海軍ではなく海

兵隊だけなのか。これらの疑問を解くため、本報告では、冷戦構造が崩壊する過程にある

1990 年以降の、海兵隊の抑止力に関する政府の議論に焦点を当て、その内容、議論が始ま

る時期と傾向を明らかにし、その意味を考察する。 
 政府による説明内容は以下にまとめられる。(1)海兵隊は在日米軍の一翼を担い、全体と

して抑止力を発揮している。(2)海兵隊が日本・沖縄に存在するということが米国のプレゼ

ンスであり、それ自体が抑止力である。(3)海兵隊は機動力や即応力、自己完結性を有し、

あらゆる事態にも対処できる。(4)海兵隊は攻撃能力を有するため、矛・打力としての役割

を担っている。 
 政府による海兵隊の抑止力に関する議論が出てきた経緯を提示する。ここで検証される

事例は、国会内で海兵隊と抑止力を関連させる議論が始まった三つの時期、1996 年、2004
年、2010 年のできごとである。いずれの時期においても、日本国内で海兵隊が批判される

と、日本政府は海兵隊の抑止力について議論する傾向が見られる。1995 年の米兵による少

女暴行事件を契機とした沖縄からの反発によって、翌年、国会では海兵隊の抑止力に関す

る議論が始まった。在沖海兵隊のイラク派遣や在日米軍再編のときに、沖縄から基地縮小

の期待があり、再び海兵隊の存在意義などが問われた。2009 年夏に民主党による政権交代

以降、民主党出身の関係閣僚は海兵隊の抑止力について言及しなかったが、前政権と米国

の間で合意した普天間基地移設案を支持する立場をとると、言及し始めた。つまり、政府

による説明は、国内世論を調整するための説得である。この傾向を鑑みれば、2009 年から

出てきた、海兵隊は懲罰的抑止の役割を担うという議論が日本の自衛隊の強化と連結する

ことが示唆される。政府はこの論理を用いて、海兵隊を沖縄に維持するか、それとも自衛

隊を強化するかという選択を迫る可能性が考えられる。 
 沖縄に焦点を当てて本研究を概観してみると、まず、沖縄から海兵隊批判が始まり、国

会での抑止力議論に繋がることが興味深い。さらに、安全保障という領域が政治家や官僚

だけによって決められるものではなく、国民の間でも議論されるべきものとなったことを

本研究は示している。 
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質疑応答 
 討論者の国吉はまず、報告全体について、①民主主義と安全保障の関連性、②経済的対

処から多様な対処への変化、③日米関係のみではなく、アジアや国際社会全体と照らし合

わせて考察する必要性、の 3 点を指摘した。個別の質疑内容は以下の通りである。 
＜高報告＞討論者の国吉より質問が 2 点あった。一つめは、本報告が米国側の政策を通じ

て北東アジアをつなげて分析したものであったのに対し、北東アジアの現地レヴェルでそ

うした地域内の連携、統合といった動きは見られなかったのかというものであった。報告

者はこれに対し、韓国・台湾・フィリピンによる反共同盟の形成を試みつつ、韓国・台湾・

沖縄の日本からの完全な独立によって日本帝国主義的要素を徹底的に排除するという、李
イ  

承晩
スンマン

韓国大統領が構想した東アジア地域像をもってその回答とした。二つめは、本報告が

扱った米国の北東アジア政策と、SEATOやANZUSといったアジア太平洋の他の地域で米

国の政策を体現していた機関との関係性を考慮することが必要なのではないかというもの

であった。この点については報告者の探求が不十分であったため今後の課題としたい。 
＜小松報告＞討論者の国吉より沖縄返還という政治過程を考察する際には、①日沖および

米沖だけではなく、日米関係にも着目する必要性、②琉球政府の対外交渉を分析する際に

は民間や財界といった、沖縄内部の要因も考慮する必要性、③日米政府が屋良を利用した

という可能性はないのか、という質問が寄せられた。それに対して、①についてはこれま

での国際政治学では主に日米関係に焦点があてられていたため、沖縄を含めることにより

包括的な検証が可能となること、②については戦後沖縄史では民衆運動の記述が中心だっ

たため、琉球政府内の動きに着目する必要があること、③については行政主席選挙で日米

両政府は保守派候補を当選させるため工作していたにも関わらず、革新の屋良が当選した

ために屋良へ対応せざるを得なかった、と応答した。 
＜波照間報告＞Q1. 結論部で「海兵隊の抑止力について国民は納得していない」と述べた

が、むしろ国民は説得させられているのではないか。A1. 沖縄県内の新聞をみてみると、「抑

止はユクシー（嘘）」と言われているように、必ずしも政府の説明に納得していないと考え

られる。しかし、日本本土では、指摘の通り、説得させられているとも言える。「抑止」が

議論の思考停止をもたらす言葉となっている。 
Q2. 北朝鮮のミサイルや中国の軍拡などの報道は脅威認識を高める可能性があるが、同報

道は抑止を肯定することになるか。A2. 「周囲からの脅威が高まれば、抑止力はさらに必

要になる」という関連性はない。抑止力は計ることができないし、抑止が効いているかも

実証できない。抑止がどれほどあれば安心ということも言えない。脅威も抑止力も認識の

問題。そのような報道が自動的に抑止を肯定するということはない。 
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パネル45：基地所在市町村における歴史文化表象の今日的課題―沖縄市コザ地区を事例として

パネルオーガナイザー 山﨑孝史（大阪市立大学文学研究科）

パネルの目的

 沖縄県沖縄市コザ地区は嘉手納基地のゲート前に形成された都市として国内外に知られている。現

在、コザ地区は沖縄島中部地区の中心都市である沖縄市の中心市街地を構成しており、復帰前には基

地経済の波及効果によって「繁栄」したものの、近年人口の減少と地区経済の衰退が著しい。こうし

た状況下で、今日基地の街の歴史文化的資源の開発が注目されている。しかしながらこうした歴史文

化的資源の開発には、良好な地域イメージや地域ブランドを創出・維持せんがために、歴史や文化の

断片を選択的に表象する傾向が見られる。歴史文化的資源の産業化や商品化が目的化すれば、地域住

民の生活に密着した多様な歴史や文化の保存と維持を阻害する結果をもたらしかねない。こうした社

会経済的・政策的文脈の中で、沖縄市の戦後史の編集と表象がいかに行われうるのかを考えるのが中

心テーマであった。各報告者は、経済的に衰退する基地の街における歴史と文化の発掘・保存・表象

という観点から、各自の取組みを紹介するとともに、そうした取り組みにおける課題や困難性を明ら

かにしつつ、既存の自治体史の編集と展示の枠組みを超えた、新たな個人史・生活史・女性史・軍政

史へのアプローチと表象の可能性について議論した。

パネル報告

沖縄市の市史編集事業と戦後文化資料展示室「ヒストリート」

        恩河 尚（沖縄市総務部総務課・市史編集担当主幹）

沖縄市の前身である旧コザ市域は極東最大の基地といわれる嘉手納基地の「門前町」として戦後、

急激に都市化したまちで、「基地の町」「戦後沖縄の縮図」と形容されるように、横文字やネオンの

看板が林立し、レストラン、時計・宝飾店、刺繍店、質屋、お土産品点、楽器店、はては特飲街など、

米軍人・軍属相手の街並みが独特の景観を醸し、その中を米兵たちが闊歩するという、それまでの沖

縄には見られない空間を創出した。一方で、米軍機の墜落事故、米兵たちによる殺人事件や事故、民

間婦女子への暴行等、基地に隣接するが故の災難も続出した。

しかし、基地のまちの人々はこうした逆境にもめげず、アメリカに代表される異文化と自らの沖縄

文化を融合させ、「コザ文化」「チャンプルー（混ぜこぜ）」文化と表現される独特の文化を創出さ

せた。コザは、エイサー、オキナワンロック、ジャズやフォーク、沖縄民謡等々が盛んなことから「芸

能・音楽のまち」とも形容される都市空間も育んできたのである。

空前の活況を呈していたコザであったが、復帰後は円高による米軍人・軍属の購買力の低下、郊外

への大型店舗の進出等を背景として急速に衰退し、中心市街地は「シャッター通り」と揶揄されるほ

ど空店舗が続出した。

市史編集担当では、戦後の歴史文化情報の発信、商店街の振興への寄与を目的として、「パルミラ

通り」というコザの歴史の舞台であった商店街に 2005 年にヒストリート、2009 年にヒストリートⅡ

という展示室をそれぞれオープンさせた。ヒストリートは市史編集事業の調査過程で収集・ストック

した史資料を元に、沖縄戦の降伏調印（戦後への出発）、コザの特飲街、米軍車両 80台余を焼き払っ
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たコザ暴動（騒動、コザ事件とも）、基地内に極秘に貯蔵されていた毒ガスの撤去運動と移送、祖国

復帰、沖縄市の誕生等をメイン展示に行っているが、商店街の一角という立地、戦後に特化した展示、

極めて異彩を放つコザ文化の紹介等が幸いしているのか、現在、一日平均 50人、年間1万5千人、オ

ープン以来、10万人の来室者を数えている。内訳は市民や県民、観光客、修学旅行生、県内外の行政

視察（本省、都道府県の行政・議会関係）、そして大学の研究者やそのゼミ生等々である。

ヒストリートをオープンしたのには、今ひとつの理由がある。わが国には歴史編集を可能にする、

あるいは義務化させる母法がない。母法がないため、市史編集を可能にする条例化が難しい現状にあ

る。一方で国は平成 16 年度において景観法、20 年度に歴史まちづくり法を成立させて、これまで以

上に日本らしい、地域らしい街並みや景観の保全を訴えている。こうした都市景観の要素をその成立

の背景から、人々の出入りとその盛衰等を丹念に調べ上げ、それを情報発信しながら（保全を訴えな

がら）、コザらしさを活かした沖縄市のまちづくりにも寄与していく、そうした責務も自治体史編さ

ん従事者には求められており、またそこに自治体史編纂事業が生き抜くための方策の一つがあるので

はなかろうか。

コザと女性史―ホステスについて調査・記録するということ

 小野沢 あかね（立教大学文学部）

 米軍統治時代のコザ市では，人々の暮らしの手段としてAサインバーなどの米兵向けの風俗営業は

大きな比重を占めていた。従業員総数で見てみると，1970年における「バー・キャバレー・ナイトク

ラブ」の従業員総数は，2,883人（うち女性が2,609人）であり，他の商売を大きく引き離して第一位

だった（『コザ市の商工業』コザ市商工観光課，1970年）。つまり，ホステスの女性たちはコザ市で

は数の上ではマイノリティとは言えないのであり，その労働と密接に関係して街の「繁栄」や「衰退」

があったといっても過言ではない。本報告では，各種調査や報告者自身の調査に基づき，ホステスの

女性たちの労働について，時期や店の種類による違いはありつつも，多くは売買春や前借金と深くか

かわるものであったことを明らかにした上で，①ホステスの女性たちについて調査・記録することの

困難性と可能性，②「街の活性化」・「街づくり」と地域史を書くこととの関係性，について論じた。

売買春を含む風俗営業に携った人々，とくに当事者のホステスの女性たちは，その経験を他人に知ら

れたくない。ただし，何年間も交流を続けると，おしゃべりの場所によっては彼らの語りたい思い出

話を語ってくれることがあり，そうしたおしゃべりを通じて，彼らにとってのバーでの仕事の意味を

間接的に知ることができることもある。しかしそれすら稀なことであり，しかも元ホステスの女性た

ちから，単なる雑談ではなく，売買春や前借金にからむ事柄について，記録することを前提としてイ

ンタビューすることは一層困難である。つまり，街の「繁栄」と「衰退」に深くかかわる「労働」に

携り，しかも人数的にもマジョリティと言っても過言ではない人々が口を閉ざしていて，かつ街の人々

もそうした「労働」について明らかにしたいとも思わないという難しさをコザ市―基地所在町村―の

地域史は抱えているように思う。

以上をふまえると，本パネルの趣旨である，都市の固有の歴史―コザ市の場合，A サイン制度など

―を文化資源として「街の活性化」につなげるということには，危惧すべき点も含まれているように
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思われる。「街の活性化」が単に商店街への客の誘致を意味するのではないとしても，地元住民や観

光客にとって心地よい（不快でない）事実だけが一人歩きし，話すことのできない人々は取り残され

かねないのではないかという危惧である。懐かしさは話すことのできる人々を「活性化」するかもし

れないが，自分たちの過去を美化し，不都合な過去を封印しがちだからである。地域史は「街の活性

化」や「街づくり」と無縁には存立しえないとしても，それらとは直接結びつかない固有の役割もあ

るのではないか。たとえ地元の人々が見たくない歴史的事実であっても，米軍支配下の地域が抱えた

問題を徹底的に発掘し，客観的な記録にとどめるという役割である。そのための方法を模索し，実行

することが，コザ―基地所在町村―における歴史文化表象の今日的課題ではないかと思われる。

文字を超えてコザの戦後史を理解する─ストリート・ヒストリーという視点

山﨑 孝史

 ドロレス・ハイデンはその著書『場所の力』において「場所の力」を、少数民族グループ、労働者、

あるいは女性達に関わる「パブリック・ヒストリー」を語りうる都市の公共空間や建造物を保存・再

生することによって、衰退しつつある近隣地区が再活性化する内在的力と定義した。本報告はこうし

た場所の力とパブリック・ヒストリーという観点から、沖縄県沖縄市コザ地区の中心市街地における

歴史文化的表象のあり方を検討する。

 コザ地区は戦後嘉手納基地のゲート前に形成され、基地経済に従属する形で発展した典型的な基地

の街であるが、復帰後の円高、郊外大型店の進出の前に 1990年代後半以降の衰退が著しい。現在の中

心市街地には空き店舗が目立ち、少子高齢化とともに貧困化も進んでいる。こうした空間・社会的危

機の前で沖縄市は中心市街地活性化策として、コザにおける歴史的・文化的・景観的資源のストック

を把握し、それを琉米混交した「チャンプルー文化」や「コザ文化」と総称し、活用せんとしている。

 このような地域資源の動員要請の中で、歴史的固有性の高い場所としてコザの戦後史を再検証しよ

うという動きも活発化している。沖縄市市史編集担当による中心市街地内での「ヒストリート」の設

立と運営は、そうした現代的文脈における都市史編纂・展示事業として検討・評価されなければなら

ない。また、自治体史はともすれば「正史」としての権威的な歴史記述に陥りかねず、ハイデンが唱

える多様な社会集団の集合的記憶が交錯する場所に関わる「パブリック・ヒストリー」を如何に描く

かはコザの戦後史編纂にとってとりわけ重要と考えられる。なぜなら、コザが「外人≒男性軍人」と

「女性」の街であったからである。

 つまり、コザのパブリック・ヒストリーを構築することは、多様な社会集団が交錯した場所、一つ

の典型としては特飲街（通り＝ストリート）をどう描くのかという問題と不可分になる。この特飲街

こそ軍事化の諸過程が空間的に顕現した場所であり、歴史をこうした空間に布置（空間誌化）した上

で戦後のコザを多声的に復元していく作業が必要となる。つまりコザの戦後史は市史として文字に残

せばすむ問題ではなく、ハイデンが唱えるように、不均質で不均等な社会集団間で交錯する集合的記

憶が刻まれた都市景観の読解や保存と有機的に結び付けられねばなるまい。そうしたパブリック・ヒ

ストリーとしての「通りの歴史＝ストリート・ヒストリー」の記録と表象は、概ねこれまでのヒスト

リートの運営と実践に反映されていると報告者は判断している。
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 加えて、ヒストリートに期待されるもう一つの役割は、地域資源活用という現代的文脈の中で、実

証的な歴史の参照点として機能し続けることであろう。そうした役割を意識させる一つの例として、

本報告はヒストリートおよび中心市街地内で確認されるAサインの象徴的使用に着目した。Aサイン

は復帰前に風俗店・飲食店に対して発行された米軍要員向け営業許可証であるが、売買春と性病管理

の手段でもあり、単純にコザのシンボルとして理解できるものではない。しかし、A サインは現在の

コザの人々にとって場所に関する集合的・個人的記憶の重要な部分も担っていると考えられ、中心市

街地内で表象されるAサインないしその派生的表徴は、コザに展開したパブリック・ヒストリーを想

起させる一つの手掛かりとなり、場所の力を引き出しうる手立てともなると考えられる。

討論のまとめ

 討論者の真喜屋美樹氏（大阪市立大学都市研究プラザ）は、コザでの自らの生い立ちと都市経済の

悪化を踏まえ、各報告に対して、困難性を伴うオーラルヒストリーの収集結果をどのように読み直し

ていくのか、コザの歴史をその空間とともに保存していくことは植民地主義の再生産にもつながるの

ではないか、A サインの象徴的使用に見られるように歴史を十分振り返ることなく表象されるコザを

どう問い直していくのか、という疑問を提示した。これ対して、小野沢氏は、女性のオーラルヒスト

リーは明暗二分法的に捉えられないとし、女性の主体的側面と基地依存経済の女性への多面的影響を

明らかにしていきたいと述べ、恩河氏は、行政には総合計画に基づき住民に対して夢を謳う部分と、

市史編集事業として歴史を暗部も含めてありのままに描こうとする部分の二面性があるとし、後者の

観点から植民地主義の実態を示す資料収集に取組んでいることに言及し、山﨑は歴史の皮相的な表象

や観光化に抗するには「裏面史」を描く重要性と、ヒストリートのような資料館が歴史の参照点とし

て機能する意義を強調した。

 フロアーを交えた討論では、中部に存続してきた真栄原や吉原といった売春街を浄化運動と称して

壊滅させる動きとどう考えるかという質問に対して、恩河氏は中央パークアベニュー建設時に旧セン

ター通りで就労していた女性にインタビューできなかった経験から、吉原については女性就労者への

聞き取りや現地写真資料の収集などに取り組みつつあるとし、そうした場所の存在を記録する重要性

を指摘した。また、声にならない人々の歴史を残す行為が街の活性化の資源と結び付けて論じられる

ことに違和感があるとしたコメントに対して、山﨑は「資源」という言葉が両義的で、外部に対する

産業化資源よりもその場所を生きた人々が勇気付けられる源の意味で捉えているとし、小野沢氏はコ

メントに同感しつつ、コザの歴史はより多くの人に知られるべきであり、その場所を生きた人々が軍

事化された過去をどう考えるかも重要であると答えた。

 このように、本パネルは基地の街の歴史をそれが表象される現代的な文脈と敢えて関連付けて議論

することを意図したものであったが、各報告や議論の流れからは、軍事化や植民地主義の歴史を明ら

かにする意義を考える位相と、そうした歴史をいつ・どこで・なんのために・どのように表象する（し

ない）のかを考える位相には、ズレがあることも確認された。しかし、おそらくコザのように負の遺

産をもつ場所の表象は、こうした二つの位相を完全に分離しない視座においてなされるべきものであ

ろう。そうした観点からの行政と研究者との更なる協働が期待される。
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パネル 46：近代沖縄における「同化」をめぐる研究のこれまでとこれから

－沖縄県教育会機関誌『沖縄教育』復刻を共有財産として－

報告者 近藤健一郎（北海道大学）   「教育－ことばの教育を中心に」

三島わかな（沖縄県立芸術大学）「芸能－音楽芸能を中心に」

阪井 芳貴（名古屋市立大学） 「思想－郷土研究を中心に」

討論者 宮城 晴美（琉球大学）

司 会 藤澤 健一（福岡県立大学）

１、 パネル趣旨

（１）パネルの意図

本パネルは、沖縄県教育会機関誌『沖縄教育』（1906～1944 年）の現時点でできる限り

の復刻をほぼ終えた今、これまでの近代沖縄史研究を「同化」という視点から振り返ると

ともに、これからの研究の展望をそれぞれの依って立つ領域を越えて討論しようという趣

旨で開催するものである。

本パネルの第一の課題は、報告者がそれぞれの研究領域でのこれまでの研究成果を整理

するとともに、これからの研究の発展の方向性について提起することである。

そして第二の課題は、報告者がそれぞれの領域にとどまらずに「これからの沖縄学」に

ついての展望を語り、そののち領域を越えた「議論や対話」を行なうことである。

近代沖縄史を振り返るとき、政策として、また沖縄の人々も含む運動として、日本（大

和）的な言語風俗、社会慣習、各種制度を沖縄に広めようとしたが、それは容易には進展

しないからこそ、くりかえし政策や運動の課題となり続けたといえよう。そしてそれは他

面において、沖縄的なるものの「発見」、それを土台としたアイデンティティの形成をも

伴うものでもあった。そのような「異化」をも含む意味での「同化」を土俵として準備す

ることにより、前述の課題に応えるよう、本パネルをもちたい。

（２）『沖縄教育』に関連して

『沖縄大百科事典』には、阿波根直誠の執筆によって『沖縄教育』について「内容は、

例外はあるにせよ、概してその時代を反映、同化・皇民化・国家主義的な教育思想の普及

といった思潮が底流をなしているとみられる」とある。

近年、照屋信治は、『沖縄教育』の前身誌である『琉球教育』も含めて、その書誌事項

の整理分析から始まって、それら機関誌およびその刊行団体である沖縄県教育会を、沖縄

人と大和人との抗争・葛藤の場としてとらえる新しい視角を導入し、「沖縄人」意識に関

する研究を進めている。すでに、『沖縄教育』が「同化・皇民化・国家主義的な教育思想

の普及といった思潮が底流をなしているとみられる」という理解からは離陸している。

（３）「同化」に関連して

 近代沖縄教育に関する歴史的研究では、「同化」「皇民化」という概念を多用して歩ん

できた。それは、政府・沖縄県庁として「同化」を求める文脈でも、沖縄から「同化」を

推進する文脈でも用いられてきた。

 しかし、自ら「同化」をめざしているようにみえることのとらえ直しがすでになされて

いる。比屋根照夫は、伊佐眞一とともに『太田朝敷選集』を編集し、その調査研究に基づ
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き、沖縄の急務を「一から十まで他府県に似せる事」とするいわゆる「クシャミ論」に代

表される太田朝敷の「同化論」について、「単純な日本模倣、従属論ではなく、沖縄の地

位の向上、発展を目指する勢力発展論」であることを論じている。

２、 報告要旨

 Ⅰ  近藤健一郎「教育－ことばの教育を中心に」

 （１）研究のこれまで

 1960 年代に外間守善は、標準語教育を徹底しようとした県治方針の根源に、後進性を払

拭しようとする沖縄自身の主体性と、中央からの国家主義の浸透という二つの側面がある

ことを指摘しながら、近現代言語教育史を概説的に叙述していた。その後 1970 年代から現

在に至るまで、方言論争とその前後を中心に研究は蓄積されてきたけれども、そのような

両面について明らかにするように研究は発展していないと言わざるを得ない状況にある。

 これまでの研究は、次のような問題を抱えているように思われる。第一に、主として思

想的な解明をめざしてきたことの裏面として、沖縄県庁の政策の解明を重視していないと

思われること。第二に、標準語を教え用いる主要な場が学校であることに留意しつつも、

そこでの実態を問わず、学校内でも思われているほど標準語普及が進展していたわけでは

ないのではないかという問題関心が弱いこと。結果として、沖縄県庁の標準語普及政策が

問われないままに、学校教育を通じての普及浸透は自明視される歴史像になっているので

はないだろうか。

（２）これからの研究に関する方法論的提起

 このように先行研究をとらえるとき、これからの研究に求められることは、沖縄県庁が

どのようなときにどのような視点から標準語教育を問題としたのかをも問い、そしてその

推進構造をふまえつつ政策の実態を明らかにしようとすることにある。そして実態を明ら

かにしようとする際、重要な視点は、沖縄県庁と学校教員およびその集団、学校教員間、

学校教員と地域社会や子どもたちとの乖離に注目することである。

（３）史料論的な展望

 それでは史料の焼失が甚だしいなかにあって、どのようにしたら沖縄県庁の政策を明ら

かにすることができるであろうか。これまでに知られている諸史料を十全に活用すること

は前提としても、既存の史料をどのように活用するのかという方法論が必要である。

政策史料が乏しいなかにあって、『沖縄教育』の本会記事や彙報などの欄に掲載されて

いる沖縄県庁が主催する各種会合の記録が掲載されていることは見落とすべきではない。

なかでも、沖縄県庁から教育会などへの諮問とそれに対する答申は、県庁と教育会の関係

が示されているにとどまらず、県庁が何を政策課題とし、教育会がどのように引き受けよ

うとしたのかを示している点で、とりわけ重要な史料であると考えられる。本報告では、

『沖縄教育』掲載史料に依拠して、そのような史料論の展望を具体的に述べた。

Ⅱ 三島わかな「芸能－音楽芸能を中心に」

（１） 研究のこれまで

近代沖縄における教育・音楽・芸能に関する研究を具体的に引用しながら、これまでの

研究がもっていた特徴とかかえている問題点について、次のことを指摘した。1960 年代後
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半から 80 年代の諸先行研究では、概して「同化」政策に対する沖縄県民の反応や実践には

ほとんど関心が寄せられておらず、さらには近代化のプロセスにみられる年代的な変遷へ

の関心も希薄だった。つまり諸先行研究は「政策」への一面的な視点から描かれ、多様な

「実態」を描こうとする視点や関心に欠けていたといえる。

（２） これからの研究に関する視角の提起

近代以降、社会基盤の激変ゆえに失われてしまった一部の音楽芸能があることも事実だ

が、しかし宮廷芸能（琉球古典音楽や組踊）のジャンルについていえば、「同化」政策下

にあったからといって、その命脈を絶つことなく、むしろ「伝統」として現代社会へ継承

される現状がある。宮廷芸能に対する自文化意識は 1910 年前後に形成されはじめ、当初は、

洋楽に由来する音楽観と合理的な発想を体得した「洋楽推進派」の沖縄の教育人たちが強

力に自覚した。近代沖縄の特異性は次の点にある。すなわち 1910 年前後の沖縄では、担い

手の点で「洋楽」と「伝統音楽」とが住み分けられず、重なりあっていた。換言すれば「洋

楽推進派」の人材の多くが同時に「伝統音楽の継承者」でもあった（バイ・ミュージカリ

ティ）という点である。だからこそ、1910 年以降に社会人となった世代は、みずからの伝

統音楽を近代社会に存続・普及させるために、異文化である洋楽の発想や手法を駆使した

のだった。その事例として宮良長包（1883～1939）、山内盛彬（1890～1986）の言説を具

体的に紹介、検討した。

（３） これからの研究への展望

このような検討を経て、これからの研究への展望として、次の四点を提案した。すなわ

ち、①従来は明治期全般の事跡が確定されていなかったので、近代全体を通観すること、

②沖縄人だけでなく、他府県人の動向にも着目し、相互関係を考察すること、③制度や政

策面だけでなく実態を解明すること（とくに音楽様式の分析的手法が不可欠）、④複合的・

多様的な近代社会を前提とした「文化史的観点」から近代を描き出すことである。

それらを通じて、「同化」と「異化・差異化」を一対のものとして認識、叙述すること、

また沖縄の「外」を意識することによって「内」を意識するという相補的関係を認識、叙

述することの重要性を強調した。

Ⅲ 阪井芳貴「思想－郷土研究を中心に」

（１）研究のこれまで

 近代沖縄思想における「同化」を考察するうえで「郷土」がきわめて重要なキーワード

なのではないかという前提のもとに、近代沖縄の思想を次のように時期区分して通史的に

整理した。①明治～大正の沖縄、②郷土研究と沖縄学と、③昭和前期の「郷土教育」推進、

④沖縄における郷土研究、⑤ヤマトの眼。

 柳田国男・折口信夫の「郷土研究（民俗学）」と、沖縄で推進された「郷土教育」は似

て非なるものであることである。そのことにこれまでの研究はあまり留意してこなかった、

少なくともその点を強調してこなかった問題があることを指摘した。

 （２）これからの研究に関する視角の提起

 文部省が主導する 1927 年以降の郷土教育運動、小田内通敏らによる 1930 年結成の郷土

教育連盟も、郷土理解・郷土愛から愛国心・国民精神を育てることに重点が置かれていた。

これまでの研究は、このことと 1933 年にひとつのヤマを迎える沖縄における郷土研究との
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差異に留意してこなかったので、そのような視点をもつことが求められる。そのうえで、

この時期に創立される沖縄郷土研究会、沖縄県文化協会、沖縄郷土協会などでの研究の展

開、またこの時期に刊行される誌名に「郷土」を付したり、そのような内容を含んだりす

る『南島研究』『宮古の研究』『文化沖縄』などの分析を進めることがこれからの研究に

必要であることを強調した。

 これにかかわる史料紹介として、1935 年 12 月 21 日付新聞記事（掲載紙不明）に、折口

信夫の発言が引用され、そこに「沖縄学」という語がみられ、それが「沖縄学」の初出で

はないかということを指摘した。

（３） これからの研究への視角に関する展望

 これからの研究への視角を次の四点に整理した。①柳田・折口の郷土研究に触発されな

がら、その本質に届かなかった沖縄における郷土研究、②国家主導の郷土教育に自ら組み

込んだ郷土研究としての沖縄研究、③その目的にある愛国心発揚と沖縄のアイデンティテ

ィ高揚に葛藤と対立が内在、④同化をめざした「郷土研究」と異化をもたらした「沖縄学」。

３、 コメントと討論

 （１）宮城晴美 「コメント」

 3 名からの報告を受けて、次のような指摘を行なった。①風俗改良は女性に焦点をあて為

されたこと。太田朝敷の「クシャミ論」も高等女学校での演説であることに留意する必要

があること。②『沖縄教育』は、学校教育での「同化」を地域へも拡大する意図をもって

いたことに留意すべきこと。③三島が提起した「同化」と「異化」とを一対のものとして

叙述することはこれまでの研究が行なってこなかったことだと思われ、そのような歴史像

が今後期待されること。

 （２）討論

 『沖縄教育』に関する質疑（沖縄県教育会について、沖縄戦後の機関誌の行方について

など）に加え、ことばの教育史に関する体験が述べられたほか、その研究の現代的意義（危

機言語など）、また近代の空手と芸能との異同などが議論された。
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パネル 47【特別企画】映像と歌でつづる琉球紙芝居「神話を語り、うたい、奏でる」 
                                          3 月 31 日 (土) 16:00～18:00／小野梓記念講堂 
 
 プログラム１  おきなわの始まり・察度王の物語 
       脚本：波照間永吉／音楽：久万田晋（pf.）／作画：ローゼル川田／語り：宮城麻里子 
 プログラム２  島建てシンゴ―沖永良部島ユタの呪詞― 
       作画：持田明美＋中島由美 

       唄と演奏：シーサーズ（持田明美・平沢千秋）＋美尾洋乃（バイオリン）＋笠原優（パーカッション） 

 
 
１． 本ワークショップは沖縄県立芸術大学教授久万田晋と、奄美・沖縄音楽演奏家

持田明美の共同企画として計画されたものである。企画のコンセプトは、奄美・沖縄の

島創世にかかわる神話的ものがたりを、音楽と絵画のコラボレーションによって紙芝居

として構成し、広い観客の鑑賞に供しようというもので、昨年夏より準備が進められて

きた。復帰 40 年国際シンポジウムの番外プログラムとして、小野梓記念講堂で共同公演

が実現できたことについては、関係各位に心より感謝申し上げる。 
 奄美・沖縄の創世ものがたりは、書かれた形で読まれるのではなく口承によって語り

継がれてきたものであり、その点で神話本来の意味を失っていないと考えられる。とく

にプログラム２は、沖永良部島のユタが御願儀式において代々語り継いできた呪詞を直

接取り上げたもので、今回音楽的作品としてアレンジし初演のはこびとなった。即興演

奏によるプログラム１とともに、意欲的な企画ということができる。 
 
２． プログラム１は沖縄県立芸術大学教授波照間永吉がまとめた沖縄創世神話、お

よび歴史ものがたりに音楽を組み合わせたものである。沖縄県立芸術大学では昨年、移

動大学を北大東島において行うにあたり、波照間が神話および歴史逸話を素材として、

標準語によるわかりやすいテキストを準備した。波照間の同僚である久万田が音楽のア

レンジを依頼されたことから、こうした形での上演が実現したものである。今回は同テ

キストを本土の一般聴衆向けに構成しなおし、沖縄でパーソナリティとして活躍する宮

城麻里子が朗読を担当、これに久万田がピアノの即興演奏による伴奏を担当している。 
 第一話は沖縄の島造りに関する神話にもとづくものがたりである。天帝によってアマ

グシクから下界に遣わされたアマミクというカミが、おきなわの島々をつくりだしてゆ

く。天帝はアマミクの要望に応え、二人の息子を下界に送ったが、その子孫たちが国王、

按司、百姓、女神官となって、琉球で人々の暮らしが始まった、というものである。 
 続く第二話は琉球史における三山時代の中山王として知られる察度王の生い立ちと、出

世に関する伝承に取材したものである。天から降り立った天女を母として生まれたジャ

ナムイは、勝連按司の娘を妻に娶り、妻が見出した黄金の力で人々の暮らしを豊かにみ

ちびき、浦添の按司となる。さらに中山王察度となって琉球国の基礎を造り上げた、と

いうものがたりである。 
 紙芝居の原画は那覇市出身の建築家ローゼル川田に製作を依頼したものである。川田

パネル47
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は、沖縄の懐かしい風景を描いた独特のイラストが高く評価され、エッセイとともに琉

球新報、沖縄タイムスなどに精力的に発表している。これを中島由美が物語の進行に併

せてスライドに構成し映写した。川田の原画はふたつのものがたりでまったく異なる絵

柄になっていることも興味深い。 
本土ではこうした沖縄の神話や歴史にかかわるものがたりに触れる機会は非常に少な

く、ヤマト的神話世界とは異なる創世ものがたりの展開が興味深く鑑賞できた。とくに

宮城の落ち着いたナレーションに即した久万田の流れるような伴奏が心地よく、効果を

高めており、文字で鑑賞するのとはまったく違う深い印象を聴衆に残した。 
 

 
「おきなわのはじまり」より（ローゼル川田・画） 
 

 

「察度王の物語」より（同じく、ローゼル川田・画） 
 
 
３． プログラム２は、持田明美が平沢千秋とともに取り組んできた沖永良部島の音

楽研究がもとになっている。「島建てシンゴ」は沖永良部島、屋子母集落で代々ユタを営

んでいた高田家に伝えられた呪詞にもとづいたものがたりで、郷土研究家先田光演が高

田家最後のユタ、高田カネより採集したテキストに拠っている（先田光演『沖永良部島

のユタ』海風社、1989 など参照）。このものがたりは、ユタが関わる集落内のさまざま

な儀礼、すなわち、かまどの新築、亡くなった人の口寄せ、病気平癒祈願などにおいて、

祈願の最後に御願成就の仕上げとして唱えられたものという。先田によってテキストが

発表されると、その叙事詩としての構成の確かさや、ユタというシャーマンによって口
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承で管理維持されてきた神話としての意義などに注目が集まった。 
 先田から「島建シンゴ」の存在を聞いた知名町の赤池信らが昭和 58 年に当時 80 歳代

の高田カネを訪ね、その際に録音したテープが知名町役場に保管されている。沖永良部

島で古老から古い民謡を聞き取って採集していた持田は、この音源を聴いて感銘を受け、

平沢とともに復元に取りかかった。高田カネのウタは無伴奏の唱えであり、奄美の原初

的音階と研究者の評価の高い音階も、メロディラインはあまり明確ではなかったが、研

究を重ね、サンシル（サンシン）の伴奏を工夫した。今回の企画に際し楽曲として楽し

めるよう、さらに美尾洋乃（バイオリン）と笠原優（パーカッション）の協力によるア

レンジを加えたが、彼らの柔軟な感性がよく生かされ、シンプルな節回しの繰り返しが、

表情豊かな展開を見せている。 
 紙芝居の原画は持田自身が作成し、中島がこれをデジタル化しアニメーションを駆使

したスライドショーとして構成した。テキストは上記先田光演により記録されたものに

拠っているが、全篇沖永良部方言であるため、先田を参考に簡単な標準語訳をスライド

に掲示することにした。聴衆はオリジナルのことばの響きやリズムを味わいながら、同

時にものがたりの内容を容易に把握し、紙芝居を楽しむことができた。 
 

 
石の王と金の君との間に生まれた男の子は、両親に名前をもらえなかったため、天に昇って太陽神に名前を

つけてもらい島クブタ国クブタとなる。太陽神の教えに従い、ニルヤ島に降りてニラ大主の助けも得る。 
 

 
大主の教えに従い土を踏みしめて海に島を作り、神につかわされた兄弟姉妹から新しい人間も生まれた。 
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収穫を焦って大主の怒りを買い天井から落ちて死ぬが、鶴とクジャクに助けられ、命を吹き返す。 
こうして実り豊かなシマと、そこに住む人間たちの世界ができていった。 
 
 
４． 二つのプログラムは、ともに独特の神話世界を、文字を通して頭で理解するの

とはまた違った形で、目と耳の感覚で味わう貴重な機会となった。しかしながら、呪詞

や神歌は本来地域社会の儀礼と不即不離のものであり、芸能として愉しむために発達し

たものではない。ユタの呪詞を、鑑賞を目的として再現することは許されるのか、とい

う批判も当然ながらあるだろう。しかし、高田カネが「島建てシンゴ」最後の伝承者と

なって以後この文化が途絶えたことでも明らかなように、民俗学的に重要な知的財産も、

一度失われてしまえば、以後永遠に再現不可能となってしまう。近年、さまざまな地域

の神歌やユタの呪詞などが一般に紹介される機会が増えているのも、文化遺産が失われ

ていくことへの危機感が共有されているためと考えてよいのかもしれない。そのような

学問的意義を別にしても、今回このような形で取り上げてみた結果、ものがたりとして

の説得力や楽曲として一般聴衆に感銘を与えるに充分であることが証明できた。落ち着

いたナレーションや、単調なメロディとリズムの中でこそ、ことばの力が存分に発揮さ

れ得ることを体感できたのは大きい。 
今回の企画は地元の皆さんからも多くの励ましをいただきながら進めることが

できた。心より感謝したい。今後こうした活動が、文化遺産保存のひとつの形として地

域に還元できるならば、私たちにとって大きな喜びである。（文責：中島由美） 



事業関連資料および成果物

１）プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.175 〜 p.186

２）ポスター兼チラシ（表面）・・・・・p.187（現物は別添）
３）チラシ（裏面）・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.188
４）新聞記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.189 〜 p.213
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復帰 40年 沖縄国際シンポジウム――これまでの沖縄学、これからの沖縄学―― 
2012 3 29  3 31 	  

 
 
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［第 1日］    3 月 29 日（木）                   
	 	 	 	 	 	 	     	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
１◇歌と踊りに見る琉球人・沖縄人の主体性                 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
	 	 	 	 	 	 	 	         

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	    
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	  
２◇沖縄の健康長寿社会からみた日本の超高齢社会：本島北部・やんばる地域の現状と提言 	 	 	 	  

  
 

 
  

	  
  

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	  
３◇ニコライ・ネフスキー生誕１２０年記念パネル― 

N.ネフスキーの沖縄研究への視点―これまで、そして、これから	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
  

 

	 	 	 	 	                                             
  

	         	 	      	 	    S.  
M.  

   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 

４◇わったー「沖縄研究」のジレンマ──今を生きるうちなーうないの視点から	 	 	 	 	 	 	 	  
Rinda YAMASHIRO KAYATANI  
 

Positionality 	   
Rinda YAMASHIRO KAYATANI  

indigenous 	  
  

Kanaka Maoli  
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27

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
５◇久高島の祭祀世界〈その１〉久高島年中行事映像データベースからの視点	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 	                                                      
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	     

 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
６◇大衆メディアがつなぐ近現代沖縄音楽の「内」と「外」	 	 	 	 	 	                 	 	   

  
 

	 	 	               
	 	      	        

	 	 	 	  	        
    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	  

 
７◇Knowledge,Technology and Transnationality: Re-thinking Hawaii-Okinawa Relations in the Cold 
War and Post-Cold War Asia-Pasific Contexts	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  

Mire KOIKARI University of Hawaii at Manoa  
 

'Helping Others Help Themselves': Okinawa, Hawaii and Cold War International Technical Interchanges 

Mire KOIKARI University of Hawaii at Manoa  
Collaboration of University of Hawaii and Okinawa Prefectural Chubu Hospital: Its	 History and  

Development in Past, Present, and Future	 	  	  Masao MAESHIRO  

Okinawan Studies at the University of Hawaii	 	 	 	 Bob HUEY University of Hawaii at Manoa  
Masahide ISHIHARA University of the Ryukyus 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        	  English 

 
８◇沖縄の言語と文化コース及び教材・辞書開発について	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	   

Joyce CHINEN University of Hawaii - West Oahu  
 

Okinawan Reference Works in English	 	               Stewart CURRY University of Hawaii  
Honolulu Community College  

K. Justin OTA Honolulu Community College  
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９◇「復帰」をめぐる複数の声：“在外同胞”、沖教職、米留組の位置性と戦後沖縄の帰属問題         
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	   

                           ( )  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
: 1951 	  

  

                             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 

10◇久高島の祭祀世界〈その２〉 久高島年中行事映像データベースからの視点 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 

  
  
  
  

	 	 	 	   
  
  

 	                                          
 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
11◇組踊とは何か──組踊の伝統と継承  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	   

  
 

                               	 	    
  

	                                                 
	                                 	   

        	                   	          
 

12◇自由論題：環境 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	    
Hiroshi KAKAZU Meio University  
 

Reef Cultures: The History of Shiraho From An Aquacentric Perspective 
 Yale University Doctoral Candidate  

Okinawan Development Policy Discourse: Then and Now 
Lonny E. CARLILE University of Hawaii at Manoa  

An Analysis of the Spatial and Temporal Development of Okinawa’s Tourism: Infrastructure and  
Economy and Outlook at Alternatives for Island Economies 

David NGUYEN University of Hawaii at Manoa  
Theoretical and Practical Implications of the Tourism Area Life Cycle for Okinawa and Hawaii:  
A Comparative Analysis	 	  
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Russell UYENO University of Hawaii, Honolulu Community College  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                Takehiko KOZUE Kyoei University  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    English Japanese 
 

13◇自由論題：基地①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	     
  

 
The U.S. Military Bases' Violence against Women Stand up for Women's Rights 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Yacine MANCASTROPPA Ca'Foscari University of Venice  
What’s Going on Behind Those Blue Eyes? The Perception of Okinawan Women by US Military  
Peronnel in Okinawa	 	 	 	 	 	   Nika NASHIRO MA student University of Hawaii at Manoa  
Constructing Politics in Okinawa. Culture, Memory, and Identity 

Gabriele VOGT University of Hamburg  
English 

 
14◇「復帰」の裏側―反復帰・反国家論、文学、反戦兵士	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	                                   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

 
 

15◇琉球芸能ワークショップ（共催：アジア研究機構）	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   
	 ( )  
	 	 	 	  

   
 

◇懇親会（18:30-20:30） 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会場：大隈会館 1F「楠亭」 

 
 
	  	 	 	 	                  ［第２日］    3 月 30 日（金）                    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
16◇沖縄文化論における古代性の呪縛	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	   
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17◇自由論題：自治 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

  
 

3.11  
  

 
                                                            

	   
	 	 	 	  4  

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 

18◇自由論題：移動① 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
  

 
Post-war Okinawa Migration to Bolivia 

Pedro IACOBELLI PhD candidate Australian National University  
Okinawan Migration to Mexico. Beginnings and revolutionary period 

	 	 	 	 	 	  MENDOZA Emma  
	 	 	  Being of Okinawan Ancestry in Peru and in Japan-Instrumentalizing Okinawan Identity amongst  

Nikkei Peruvians	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
English 

 
19◇自由論題：表象①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   

  
 

 
   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 
20◇Shinsaku-kumiodori: Theatrical Intersections of Okinawan/Japanese Identity Construction	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

Shoko YONAHA Ryukyu University  
 

The Representation of Women in Okinawan Theatre: From Shakespeare to Shinsaku-kumiodori 
Masae SUZUKI Kyoto Sangyo University  

Shinsaku-kumiodori and the ‘Interperformative’ in Okinawa 
                                                    John D. SWAIN California State University  

Ōshiro Tatsuhiro’s Shinsaku-kumiodori: Revitalization of Okinawan Performing Arts 
                                                          Shoko YONAHA Ryukyu University  
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Wesley Ueunten San Francisco State University 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  English Japanese 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
21◇Trauma and Violence in Contemporary Fiction from Okinawa  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   

Davinder BHOWMIK University of Washington  
 

The Emergence of the Basetown in Contemporary Fiction 
Davinder BHOWMIK University of Washington  

Spatially Proximate Postmemory: Space, Place and Trauma in Medoruma Shun’s War Fiction 
Kyle IKEDA University of Vermont  

Confronting the Ghosts of the Past: Memory and Rupture in Sakiyama Tami’s Kuja Stories 
Victoria YOUNG Ph.D Candidate University of Leeds  

Michael MOLASKY Hitotsubashi University 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 English 
 

22◇自由論題：基地② 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
  

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	 	 	 	 	   

 
 

23◇自由論題：人類 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
  

 
 

  
	  

  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 
 

24 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
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25◇沖縄戦死者の現在──複数の文脈から考える	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

  
 

 
  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	   

  	 	 	 	 	 	 	 	   	  
 

26◇ポスト沖縄振興体制における沖縄の将来像：持続可能な沖縄の経済社会の構築へ	 	 	 	 	    
   

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

              
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

                         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

27◇自由論題：移動② 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                        
  

 
1949-1951  	 	 

        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	        
   	     

 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

 
 

28◇自由論題：表象②	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                        
  

 
 

  
Constructions of Okinawa in Media and Literature: A Postcolonial Struggle about Representation 

Ina HEIN University of Vienna  
 

Irena POWELL University of Sheffield  
English 
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29◇沖縄戦の後遺症とトラウマ的記憶 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	   
A 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	    
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 
30◇戦前期沖縄県の令達・令規について―その類型と変遷を中心に― 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

  
 

        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
       	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

31◇空間と記憶: 「技術導入事業」にみる戦後沖台・沖韓関係 	                        	 	    
  

 
 

  
	 	 	 	 	 	 	 	    

   	 	 	    
 

32◇琉球諸語がない琉球諸島？  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 

33◇組踊上演 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

[ ]  
[  ]  
[  ]  
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［第 3日］    3 月 31 日（土）                 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 
34◇引揚者からみる沖縄社会：植民地経験と「戦後」復興	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

  
 

 
  

	 	 	 	 	 	 	 	     
	 	  
  

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

35◇琉球列島先史学最前線  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                      	   
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	     
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	   
 

36◇自由論題：沖縄戦	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
  

 
 

  
/                  

	  
                                                               

 
 

37◇越境する沖縄関係資料：資料収集・公開・共有を目指し過去から未来へ	 	 	 	 	 	 	 	 	    
  

 
	 	  Bodleian Japanese Library, University of Oxford  

	  
                                           C.V. Starr East Asian Library, Columbia University  
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38◇沖縄の歴史をバイパスする Bypassing Okinawan History	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 University of North Carolina at Chapel Hill  

 
Voice-overs on Jinruikan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
Takamine Go’s Time Bomb	 	 	 	 	 	    University of North Carolina  
The Entry of Mainland Sugar Capital and the Impossibility of Plantation Sugar in Okinawa	 	 	  

 Furman University  
A Silent History: Okinawa Shrine	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  M. University of Richmond  

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
39◇米軍基地が地域社会に及ぼす影響──辺野古・高江・グアム	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	   
	  

  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

40◇宮古島の神歌：狩俣の祭祀歌謡ならびに西原のユークイ、現在の状況と問題点	 	 	 	 	 	 	   
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

41◇人の移動を学ぶ ―移民、台湾関係からアメラジアンまで―	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
  

 
JICA 	  

                                                                 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
 

  
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
42◇自由論題：歴史 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
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43◇沖縄近代と語られる女性の移動経験 ──日本本土・南洋群島・台湾へ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

  
 

	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	        

	  
  

  	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
 

44◇国際アクターとしての沖縄：戦後沖縄の「対外関係」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	    
  

 
1950 	  

  

1970  	   

1990 	 	              
              	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	  	  

 
45◇基地所在市町村における歴史文化表象の今日的課題：沖縄市コザ地区を事例として	 	  	 	 	   

  
 

	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	  

           
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
46◇近代沖縄における「同化」をめぐる研究のこれまでとこれから 

─沖縄県教育会機関誌『沖縄教育』復刻を共有財産として	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
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47◇【特別企画】映像と歌でつづる琉球紙芝居 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	   

+ α  
	    

 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
48◇クロージングパネル： 
「沖縄学の記憶、沖縄学の予感 ―「復帰」世代以降の人々にとって沖縄学とは何か？」 	 	 	   

 
   

  
	 	 	 	 	 	   
	 	 	 	 	 	   



─  187  ─

大会公式ポスター兼チラシ



─  188  ─

チラシ（裏面）



─  189  ─

時代が求める沖縄学 ：国際シンポに向けて （2012年2月20日付 『琉球新報』）



─  190  ─

パネル紹介① （2012年3月20日付 『琉球新報』）



─  191  ─

パネル紹介② （2012年3月22日付 『琉球新報』）



─  192  ─

パネル紹介③ （2012年3月26日付 『琉球新報』）



─  193  ─

パネル紹介④ （2012年3月27日付 『琉球新報』）



─  194  ─

復帰40年 ・ 国際シンポ （上） （2012年3月27日付 『沖縄タイムス』）



─  195  ─

復帰40年 ・ 国際シンポ （中） （2012年3月28日付 『沖縄タイムス』）



─  196  ─

復帰40年 ・ 国際シンポ （下） （2012年3月29日付 『沖縄タイムス』）



─  197  ─

復帰40年国際シンポ　広がる沖縄学 （上） （2012年4月4日付 『沖縄タイムス』）



─  198  ─

復帰40年国際シンポ　広がる沖縄学 （下） （2012年4月5日付 『沖縄タイムス』）



─  199  ─

『沖縄学』 への問い　復帰40年国際シンポ報告 （上） （『琉球新報』 2012年4月9日付）



─  200  ─

『沖縄学』 への問い　復帰40年国際シンポ報告 （中）

（2012年4月10日付 『琉球新報』）



─  201  ─

『沖縄学』 への問い　復帰40年国際シンポ報告 （下）

（2012年4月11日付 『琉球新報』）



─  202  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究①－復帰の裏側 （2012年4月10日付 『沖縄タイムス』）



─  203  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究②－転換期の長寿－ （2012年4月11日付 『沖縄タイムス』）



─  204  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究③－組踊の継承 （2012年4月12日付 『沖縄タイムス』）



─  205  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究④－ポスト振計の将来像 （2012年4月13日付 『沖縄タイムス』）



─  206  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑤－古琉球とは何か （2012年4月16日付 『沖縄タイムス』）



─  207  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑥－米軍基地と地域 （2012年4月17日付 『沖縄タイムス』）



─  208  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑦－欧米の沖縄音楽評価 （2012年4月18日付 『沖縄タイムス』）



─  209  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑧－共同店の歴史と現在 （2012年4月19日付 『沖縄タイムス』）



─  210  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑨－女性による位牌継承 （2012年4月23日付 『沖縄タイムス』）



─  211  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑩－グスク時代の画期 （2012年4月24日付 『沖縄タイムス』）



─  212  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑪－屋良政権の対外関係 （2012年4月25日付 『沖縄タイムス』）



─  213  ─

沖縄学フロントライン　復帰シンポ注目の研究⑫－海兵隊抑止論の傾向 （2012年4月26日付 『沖縄タイムス』）



復帰40年沖縄国際シンポジウム　報告書 （2012年12月提出）

　　発行	復帰40年沖縄国際シンポジウム実行委員会

　　編集	復帰40年沖縄国際シンポジウム事務局　　
	 〒169-8050	東京都新宿区西早稲田1- 6 - 1　
	 早稲田大学11号館1407号室　勝方=稲福研究室	内
	 早稲田大学	琉球・沖縄研究所

　　http://okinawasympo.wordpress.com/schedule/




