〈共同研究〉
「民際学研究の体系的発展を目指して J

(シンポジウム)琉球と東アジア文化圏をつなぐもの
一一「自治」と民際学一一

松島泰勝*

琉球(沖縄)が日本に「復帰」して 2
0
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1年で

ン海勢頭豊氏、シンポ司会として沖縄大学副学長

3
9年となる。その問、琉球は自立に向かつて進ん

の仲地博氏、全体のコーデイネーターとして沖縄

だのだろうか。自治は確立されたのだろうか。む

大学の緒方修氏が務めた。なお、本シンポジウム

しろ振興開発とリンクする形で米軍基地が押し付

は沖縄大学の土曜講座と共同開催しており、本稿

けられ、国に大きく依存するようになった。普天

は録音記録を抜粋し編集したものである。なお、

間基地の「県外移設」という公約も破られ、日本

基調講演は、概略のみ記し、主に、各論者の問題

政府は辺野古新基地を建設しようとしている o

提起を中心に構成する。

琉球はかつてアジア諸国と交易を行った海洋国
家であり、東アジア文化圏の諸地域と多くの歴史
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的、文化的共通性を持っている。民と民との直接
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6年に出版後、 2 7年から、
『琉球の自治j を 2

的な関係性を重んじる民際学の考えに基づいて、

車座の集いを奄美大島や久高島など 8つの島で開

琉球の人々が束アジア地域の自治的自覚をもった

催し 5年になる。「自治 Jというのは、国や行政

人々とつながり、アジアとの聞で「ゆいまーる

主導でなく、一人ひとりの民が自治の担い手であ

J 関係を築くことで、現在、琉
(人々の相互扶助 )

るという考え方で、自治、自立、平和などの問題

球が直面している閉塞状況を打破できるのではな

について、島の人々が議論し、学び合い、励まし

いか。

あってやってきた o 今回のテーマとなる民際学は

琉球が今抱えている問題を真剣に考え、将来の

国際、「固と国の関係Jは重要だが、それよりも「民

方向を決めることができるのは琉球人自身であ

と民の関係Jが大切として、中村尚司氏が提唱し

る。琉球は束アジア文化闘の中に存在しているの

た考え方である。今年は龍谷大学の社会科学研究

である。国民国家、国境を越えて東アジアにおけ

所共同研究「民際学の体系的発展を目指して」の

る自治、民主主義について議論し、琉球のあるべ
き未来像を提示することができるのではないか。

最終年度である。琉球と東アジア文化圏をつなぐ
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1年 3月 5日、沖縄大学
このような観点から、 2
において、神戸大学大学院国際文化学研究科教授

ものとして、「自治Jと「民際学Jの 2つのキーワー
ドで話し合いたい。

r

王何氏、作家の佐藤優氏、作家の大城立裕氏を招

‑基調講演:片山善博(縁務大臣) 沖縄と自治J

き、議論を行った。基調講演として総務大臣の片

地方自治の課題として道州制があるが、市町村

山善博氏、唄と話として、琉球の平和ミュージシャ

合併の疲弊で議論が停滞している。現在は主に f
地
域主権改革Jとして、国の出先機関移管を検討し

*池田悦子氏に協力を得た。

ており、実現すれば大きく変わると考えている。
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現在、手を挙げているのは九州 7県と関西広域連
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ティティを持った、世界のいろんなところに住む

合、沖縄だけであり、先日、東京でヒアリングを

人たちが沖縄に集まります。国を越えた人と人と

行った。九州や関西に比べて、一つの県で一つの

の関係を琉球が重んじていることがわかります。

まとまりとなっていて、すでに国の出先機関が集
約されている沖縄県が典型的なモデルになるので

「自治Jについては、国が、官僚が治める「官治J
ではなく、地域で、沖縄の島社会で島の人が島の

はないか。県の受け皿づくりと、国の移管作業を

問題を解決していく、島の状況を解決する大きな

進めていければと考えている。

力になるのではないかという思いがあります。沖

一括交付金も検討中で、固から地域へ自由度を

縄の島々で集いをして、実感していますが、自分

高めたいと作業をしている。沖縄県も積極的に受

の頭で考え、実行に移すのが大切だと思うのです。

け止めようとしている。また、地方自治法の改正
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2年に復帰しましたが、東京が沖縄の
沖縄が 1

にも力を入れている。その一つに議会がある o 日

ことを考えて改革するという状況は「自治Jと言

本は、代表民主主義、間接民主主義の国であり、

えるのでしょうか。頭と体が分離した状態が続い

日本の国政は自分で選べないが、議会は選ぷこと

ています D 沖縄の場合は、これまで草の根的な「自

ができる。つまり、議会が本質である。知事は、

治Jが否定されてきたように思います。

案は作れてもルールを作ることはできない。議会

先ほど片山大臣から、固から地方へ権限委譲が

が承認しないと l円たりとも執行できない。この

進み、沖縄は積極的に受け入れている、という話

ため、選んだ人と選ばれた人(議員)への信頼感

がありました。でも、沖縄は固からの交付金に依

がないといけない。議会は、議論をし、合意形成

存してきた。補助金・交付金に頼るのではなく、

していくのが本質であることとともに、立法機能

沖縄で経済活動を行い、東京で納税されたものが

は知事、市町村長が行い、議会がほとんど立法機

沖縄にくるのではなく、沖縄主体の体制になるよ

能を果たしていない状況は問題である o

うにと考えています。

議会の独立性に関して北欧にモデルがあるが、

「沖縄差別 Jという問題が沖縄に住む人から発

政治文化、社会文化が日本とまったく違う。かつ

せられるようになりました。沖縄に基地が集中す

て琉球政府とともに立法院があり、復帰前までは

る状況が復帰体制、振興開発によって作られてき

本当に立派な議会をもっていた。これは参考事例

た。これを拒否する時期に来ているのではないで

にもなる。沖縄は学ぶべき素材を提供してくれる

しょうか。人々が考え、行動に移すことが大切で

場である。

はないでしょうか。自治の本来の姿にもどるべき
ではと考えます。

‑松島泰勝「琉球の「自治」と民際学J
私は石垣島生まれ、那覇育ちです。東京の大学、

日本のなかでは中国脅戚論がありますが、日本
の中で、琉球はどうでしょうか?東アジアの中の

パラオ、静岡と経て、今は京都の龍谷大学で教え

琉球は重要な位置を占めています。 沖縄差別の出

ています。「民際学 Jとは、住民の関係性、人間

所は「琉球処分Jです o 周辺として沖縄を置くと

と自然、社会との関係性を重視する、現場から学

いう思考を変えていかなくてはいけない。これを

ぶという学問です。私は「研究者」となっていま

変えるのが民だと思います。琉球と中国との歴史

すが、民際学は研究対象を上から見るのではなく、

的関係は長く、人の交流も太く、中国を脅威と感

当事者意識を持ち、ともに学んでいくという学問

じている人は少ないといえます。

です。主体者の学問であり、生活者の学問でもあ

私の専門は島棋経済で、琉球と太平洋の島々を

ります。私も 2
0
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7年に「ゆいまーる琉球の自治」
という NPOを立ち上げ、互いに学びあうという

研究し、見てきました。海に国境はありません。

活動をしています。今年、「世界のうちなーんちゅ

た。私は、海の民のつながりは重要だという視点

大会J
が行われます。「うちなーんちゅ J
は琉球人、
沖縄人という意味ですが、そのようなアイデン

で研究をしていて、先週までグアムにいました。

国境がない昔は島の人々が自由に交流していまし

そこで先住民族の話を聞きました。チャモロの女
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性を高里鈴代さんに紹介いただいた。グアムには

経済の柱は大きく言って 2つあり、「水 Jの問

海兵隊が移設されるだけでなく、空軍基地にはミ

題と離島の問題です。竹富町には波照間島、小浜

サイル迎撃施設や実弾発射の訓練場などを作る予

島、黒島の 3つの島があり、水は自前で供給でき

定だそうです。弾は海に発射するそうですが、す

ない状態で、苦心惨惜して水供給をしたのです。

ると、海の汚染が進むのではと危倶します。

どうするかというのが琉球政府の首脳部が問題に

グアムの海兵隊誘致派の人たちも、新たに土地

していたことであり、「移住させたらいい Jとい

を奪うことは反対だと言っています。グアムの

う人が副知事クラスではいました。民俗学の頭で

人々は反対しているのです。グアムのチャモロ人

考える自分は、とんでもないと思いました。竹富

が言っていたが、グアムの基地建設も辺野古に普

島のことをみんな知っているかと思いました o 3

天間基地の代替基地ができることが前提であり、

つの島の問題が解決したのは復帰直前で、鹿児島

沖縄人の勝利がグアムの勝利につながると。

出身の大臣がいましたね。西表島に無限に水があ

このことからも、民としては、民際的な結びつ

る、この水を引くことで解決したのです。沖縄復

きが必要ではないかと思う o グアムにおいては、

帰是か非かで議論が沸きましたが、島のためには

国連を活用して、脱植民地化特別委員会を活用し

復帰しなくてはだめだったんだと行政の立場で

て世界にアピールしています。国連に非自治地域

思ったのです。
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4年に住民投票が行わ
として登録されていて、 2

離島振興の経験はこれだけなのですが、 1
9
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5年

れます。独立か属国か、アメリカの州か選択する

に通産局の通商課長に就任しました。これも大変

のです。グアムの民、チャモロ人がこのように考

な仕事でした。私が着任したときに 1つの陳情書

えていることを、琉球の民も学ぶことができるの

がでているのですが、デパートの、大型小売庖か

ではないかと思います。
われわれは、琉球人は日本人であるか、聞い直

ら出た陳情書です。何かというと、日常生活の商
品の 75%は日本から輸入している o 本土から輸入

す必要があるのではないか。基地問題を押し付け

している。ところが通産省が輸出検査をするので

られている理由を考えなくてはならない。多くの

す。何のための品質検査をするのかというと、粗

日本国民は琉球のこういった犠牲を当然視してい

悪品を輸出すると、送った固での評判を落とすか

ることを考え直さなければならないと思います。

らです。これを沖縄にも要求するのです。ところ

r

.大城立裕(作家) 同化志向を脱けられるかJ

が、この輸出検査の手数料がかかります。手数料
の算定にいろいろな方法があるが、分量に対する

役人の経験を交えながらお話しします。復帰前

手数料ではなく、品目に対する手数料です。デパー

のことをご記憶されている方も多くあると思いま

トは、少量多品種の商品を提供したいということ

すo 琉球政府は当時、仕事をしながら、擬似独立

で、コストがかかる。デパートはまもなく復帰す

国だと思っていました。 1
9
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3年から経済企画課長

るから、この検査をなくしてもいいのではと訴え

5年の途中から通産局の課長をしていま
をして、 6

ました。通産省は「わかりました Jという。でも、

したので、その経験からお話ししたいと思います。

たくさんのものは輸出検査をはずすわけにはいか

離島振興を担当し、初代担当課長でした。現在の
0人くらいの職員がい
沖縄県庁の離島振興課は 2

ない。琉球政府に優先順位をつけてきてください
と言われたのです。ところが、輸出検査の資料集

ますが、琉球政府が始まったころは係長 1人だけ

∞ページくらい。ぎっしり細かい字で脅かれ
が5

でやっておりました。

たマニュアルがあるのですが、木綿糸でも太さが

そのときにいろいろな勉強をしました。離島振

ある。木綿糸にどうやって優先順位をつけるので

興は元来、離島の経済をどうするかなのですが、

しょうか?本土の通産省の輸出検査には商品学の

経済学ではなく、民俗学の勉強をさせていただき

0人くらいいる。で
専門知識を身につけた人が 2

ました o 離島振興をするには民俗学を抜きに考え
られませんでした。

も、琉球は l人しか担当者がいない。しかも、琉

2
0
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球から輸出するものの商品担当係でした。
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そのときにつくづく思いました。沖縄は独立す
るならばこういう煩瑛な行政規則を整理しなくて
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人です。私は時には琉球人、ときには東京人、日
本人です。

はならないということです。つまり、地中海の小

そこで考えなくてはいけないのは、民族という

さな島がある。あれくらいまで小さくしなくては

のははたして何なのか、「民際学つてなかなかな

独立できないな、と。ところが琉球政府は擬似独

じみがない Jと言いますが、ロシア語では簡単に

立国でありながら、行政マニュアルは琉球処分以

訳せます。民族間関係、民際関係と言って、私が

来、日本式のマニュアルである。独立、自治のた

0数年前です。で
外務省でその訳を使ったのが 1

めには、それを十分考えなくてはならないのです。

すから、外務省の公電には「民際、民際学、民際

‑佐藤優(作家、元外務省主任分析官)

であるロシアでは、民際関係と民族関係は別物だ

関係 Jというのがたくさんあります。多民族国家
「沖縄を巡る情勢論と存在論J

というのは常識です。ロシアが帝国主義になる前、

6つ話をしたいと思います。一番目、まず、情

近代になる前、亜民族意識だと整理しています。

勢論とは何か。 2番目、存在論とは何か、そして、

ある時は周辺の強い民族によって吸収されてしま

3番目、究極的なものと究極以前のものという話。
そして、 4番目、シンボルをめぐる闘争の重要性
について、さらに 5番目、集合的無意識と差別、
そして 6番目に話者の誠実性について。私の中で
は 6つがつながっているのですが。片山さんが話

うo しかし、一見吸収されたように見えても、吸
収されない。周辺の大きな民族には吸収されない。
王先生はウイグルの国際的な権戚でいらっしゃい
ますが、ウイグルにもチベットにもモンゴル人に
も中国に同化している人はたくさんいます。しか

した話はすべて情勢論になります。抑止力、中国

し、そこでは、完全に中国人に同化できない何か

の脅成、中東情勢が沖縄にどう影響をあたえるか、

がある。仮に言語を忘れていても、宗教が離れて

リビア問題、イエメンがおかしくなると、辺野古、

しまっても。それが何か機会があると民族になっ

普天間の固定化について、アメリカは言ってくる o

てしまうことがよくある o ロシアのコサック民族

情勢論には情勢論の文法がある。この情勢論のレ

も典型的な例です。 1
9
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0年代終わりに出てきた民

ベルだけで話をしたら、沖縄は負けます。情勢論

族です。

に関する経験、情報・知識は、大城先生の今の話

それが、日米同盟が本当に必要なのか、日米同

にもあったが、中央政府によって握られているか

盟って最近安全保障というよりも、軍事同盟です

らです。すると、 2つのやり方が出てきます。沖

が、本当に軍事同盟がいるのかどうか。あるいは、

縄の声を聞く、声を聞いて、東京に都合のいいも

アメリカと日本が気に食わない。中国って本当に

。
のをつまむ。「あなたたちの声を聞きました Jと

友達として大丈夫なのか。もう、東アジア共同体

あるいは、沖縄から出てくるのが、情勢論の文法

にいる人はこのような人で、 TPPの人はこういう

に合わないことには「なんてレベルが低いんだ J

人で、と単に分かれているようなシンボルをめぐ

と笑いものにする。こんなレベルの低い連中に安

る闘争なんですね。シンボルにとらわれないで効

全保障なんか語れるか、という侮辱的なやり方で

率を考えるのは存在論であり、そこで重要なのは、

す。さてそこで、もうひとつ大切なのは、存在論、

「われらが死んだあとはどうなるか Jということ

O
n
t
o
l
o
g
y、物事が存在していることはどういうこ

です。「死んだあとどうなるか」ということを大

となのかということの探求で、哲学の抽象的なこ
とのように思えますが、現実の世界に還元すると、

城先生のお話になった、「移住をさせる Jという
ことが、非常に関係するのです。大城先生は沖縄

松島先生がおっしゃった「沖縄人Jははたして日

戦に関する小説をたくさん番く中で、

本人なのか。あるいは、松島先生はあえて「琉球」
を使い、片山大臣の言ったことと正面からぶつか

メーを心配している人の話がたくさんでできま

トートー

ることをオブラートに包んで話したんですが、私

す。墓の中に入っていいか考えるという死の問題
に絡んできます。 沖縄人は死後どうなるのかとい

はどうなのか。母親は沖縄人ですが、父親は東京

うのは非常に重要です。
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きて、究極的なものと究極以前のものについて
は、このように存在論と情勢論の話をすると、「存

なったらだれが守るのでしょうか。こういう状況
を抜きにしたところで、技術的な立法を学んでも、

在論が重要で、情勢論はどうでもいい…」という

実際はどうかということです。今問題になってい

のは間違いで、われわれは、究極以前のものを情

る辺野古、普天間の問題は、シンボルを巡る問題

勢論を通じてしか存在論に至ることはおそらくで

なのです。シンボルを巡る問題というのは、非法

きないのです。となると、「状況倫理Jという話

理な問題です。この非法理な問題に対して、「合

が出てくるのです。重要です。山中貞則、野中広

、金で説得する、法律で説得す
理的に説得して J

務、鈴木宗男、鳩山由紀夫、前原誠司の沖縄に対

るといっても難しい。「あんたが説得したい気持

する姿勢は肯定的に評価しているのです。今、こ

ちはわかった。しかし我々はそれに従わない」、

この沖縄を見て何の得があるのか、そして、一番
矛盾した立場にあるのが、今日の片山大臣に対応

Jというこの様子については、『小説琉球
「はあ ?
処分jで大城先生は書いています。「なんだこれは、

する沖縄県警の人たちの矛盾した立場を見てくだ

いくら圧力をかけても、突然押し寄せてくる、振

さい。こういったシンポは公安の人がきている o

り払っても飛んでくるハエのようだ。…厳しい話

沖縄で防弾チョッキが必要なテロが起こると思い
ますか。東京はマニュアルでやれといって、沖縄

見てみると顔が泣いていない。葬式の真似をしゃ

県出身の警察はありえないと思いつつ矛盾を抱え

がって o 頭がおかしくなってくる o いったい我々

ています。会場では自爆テロリスト対策ができて
いませんo この矛盾が現れている。でも、ここに

は勝っているのだろうか、負けているのだろうか」

来てくれていいじゃないですか。こういうふうに

を持ってもらう必要があるのです。

をすると、急に泣き出すやつがいる。しかしよく

と松田道之に独自させています。それに近い感覚

非難されることは分かつているのです。その上で

沖縄の新聞社の人々は意識していませんが、琉

来てくださっているのです。
そして、シンボルをめぐる闘争の重要性です。

球新報、沖縄タイムスは英語での記事も多く、英

日本全体の 0
.
6
%の陸上面積しかない沖縄に、 74%

京に訴えても意味がないということが、潜在的、

の米軍基地があるという状況に関わらず、辺野古
移設というのは、不平等でしょう。不平等を是正

京の連中はそれを見ると、ワシントンに訴えてい

しないのは差別なのです。原口一博さんは右翼の

ると思いがちですが、それだけでなく、実は、

語のホームページが充実しています。これは、東
かっ集合的無意識として根づいているのです。東

雑誌『月刊日本j に(私は先週の琉球新報の「ウ

ニューヨークとジュネープに訴えているわけで

チナー評論」にも書きましたが)民主党を分離す

す。国連と人権なのです。国際的な形でどう訴え

るということを言ったことばかりが話題になりま
したが、沖縄の人はこれを差別と，思っている、こ

ると一番響くところに行くのかということをあま

れを考えないと普天間問題は解決しない。オプショ
ン一つではダメだということを 5
.
2
8に署名した閣

集合的無意識と差別ですが、沖縄対本土という
対立は、事実と違うと思うと同時に、負けるので

僚が言っている。あの人は嘘つきなのか。そうな

やらないほうがいいと思うのです。それから、エ

らば、沖縄がもっと引っ張っていけばいい。では、
他の都道府県はどうして海兵隊を受け入れたくな

リートと民衆、資本家と労働者という構造。マル
クス主義を学んだ人は理論的に沖縄差別について

いのか。「民意が反対しているから」というけれど
も、沖縄の民意はどうでしょう?では、なぜ沖縄

理論的にうまく扱えないところがあります。抑圧
されているのはプロレタリアートすべての人、あ

は受入れられないのか。それは、日本は民主主義

るいは、大多数の勤労人民は本土であっても沖縄
であっても抑圧されている。そのなかで差別の問
題を扱うということは、戦いの本質を見失わせる。

国家だけれども、沖縄県はその外側、という話です。
総務大臣は立法院から学べと言いました。でも
立法院で立法できても、憲法はなかった。日本国
憲法の適用外た、ったのです。沖縄の人聞が菟罪に
2
0
1
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o
.
4
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り意識していないのに、行っているのが沖縄です。

実は、伊波陣営が勝てなかった理由の人は、差別
という切り口をうまく使うことができたのが保守

(シンポジウム)琉球と東アジア文化圏をつなぐもの(松島
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陣営だったからだと私はみています。それでは、

どうやって」新しいわれわれを作るのかについて

本土と沖縄の対立はないのかというと、あります。

は、作れば、助け合うことができるだけでなく、

私は、こう見ています。 沖縄総体対東京の政治エ

新たな公共空間を作ると、道徳的力が出てきます。

リート。東京の政治家、官僚たちと沖縄の総体が

一人だけのではなく、多くの人が協調すれば、価

ぶつかっているのです。日本の国民の圧倒的大多

値観、正当性が認められることになる o 正義はど

数の仏教でいうところの「無記」、普でも悪でも

こにあるのか、いつも考えています。あおってい

ない。そうすると、現状の中で情報は官僚側から

るわけではありません。現実的には同じ志をもっ

流れてきますから、東京の政治エリートに引っ張

ている、同志を作っていくこと、より多くの人に

られている。この状況をまず壊さないといけない。

自分の意見の正当性を認めてもらうことが自分の

壊せなくてもあきらめたら沖縄人ではないので

権利を一層強く主張することができる。このこと

す
。 沖縄人はどんな状況でもあきらめないのです。

はとくに周辺化された人にとっては国家権力に対

話者の誠実性もある。同じことをいう場合でも、

抗できるような手段になり大切ではないか。佐藤

その人が本当に沖縄のことを思って言っているの

さんの話にもあったが、英語により正当性を訴え

か、その場の口先だけなのかということをとらえ

ること、国家権力を超えるため大切だろうと考え

る力が沖縄の人にはある。それは、今までだまさ

ています。

れてきた歴史が長いから。そう簡単にはだまされ

誰と作るかについては、国民国家と地域の境界

ない。今朝の「ウチナー評論」に北海道大学のあ

を乗り越えるということです。なぜ必要か、国民

る先生を批判した評論を書きました。 沖縄の排他

国家は信頼できないところがある。国民国家は 3

性、辺境から辺境へ移しているだけ、一見まとも

要素から成っています。人民、主権、領土です。

に聞こえる。この人の背景を知っていると信じら

主権、領土は移らない。他者との関係の中で、対

れない。

抗、対立は必ず起こる o そのとき、国益を守ると
いう国民国家の大義名分が出てくるが、そのとき

‑玉桐(神戸大学大学院国際文化学研究科教授)

出てくるのが、数の暴力が出てくるのです。民主

「第三の公共空間を目指して J
沖縄で沖縄語が普及していると気づきました。

主義がないというのではなく、「自分の立場で考
なのです。日本国民は自己中心的、
えているから J

世界中はいろんなところに、多民族国家、民族構

自己欺鵬的であるといえます。地域主義、地方主

成でなる国家があり、民族政策があります。この

義。それもいいと思いますが、他者を排除するこ

中で一番悪い民族政策は日本ではないかと考えた

ともあり、気をつけないといけません。

のです。以前、シンポジウムで「転換国家と民族

友人と作ったキーワード「東アジアの共同知 J

国家 Jで考えたことがあります。その時、日中友

をめぐって、東アジアの世界においては、共有・

中縄にいた
好協会の依頼で記事を書いたところ、 i

共通するものがあるのではないかと考えます。

ときの体験をもとに足元の民族問題を考えようと

テーマに沿って話してみると、「つなぐもの Jは

書いたら、抗議の手紙がたくさんきたのです。「沖
縄は日本です。沖縄語は日本語です」という抗議

何かということです。東アジアにおいてはいろん

の手紙が来たのです。

あり、それに基づいて新しい空間ができるのでは

中国の国籍なので、少し現実離れした話をしま
す。「第三の公共空間」、第 lは国民国家、第 2は

な文化、和の文化、儒教文化、中腐などいろいろ
ないかと思うのです。
どうやって作るかについては、「民際 Jの交流

エスニック o われわれにとって、沖縄の人々にとっ

をつかってできるのではないかと思う o 東アジア

ても広い範囲で新しい空間を作るべきではない

の地形です。国民国家はアジア地域から始まった

か、と思うのです。第 3の空間、抽象的ですが、「新

ものではありません o もともとは国籍を意識して

たなわれわれをいかにつくるかJと考えて理解す

いなかったのです。もともとは国境を意識せずに

ればいいと思います。その時に、「なぜ、だれと、

行き来していました。つねに国家を意識せずに、

1
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多くの人に多くの利益、共有できる利益はなにか
考えて行動すべきだと考えています。私は家で毎

見られました。関西では在日、被差別部落民など、
いろんな背景を持つ人がいて、ある種東京とは違

日国際交流しています(笑)。神戸にきてからい

う公共空間にいる感じがします。

いと思った。神戸は開放的です。神戸の華僑は福

大城:琉球の輸出検査は内なる締め付けを持って

建省の人が多く、まず、自分の地域や地元で同好

いました。通産省は沖縄からさらに第三国に行け

会を作り、そこに空間ができます。そのまわりに

ば、組悪品が流れるからいけないとの建前。行政

神戸にいる外国人の協会、その周りに、日本人と

全般にわたって本土政府、日本国政府には「琉球

一緒に行動できる空間を作るということで、共生、

にはできないだろう Jなどの上下関係、差別的な

共存しています。最近、尖閣の問題もありますが、

見方があるのではないか。独立については、政府

乗り越えることが必要です。
そこで、石油をとっても、とったらそこの人が

の下で生きるように琉球処分以来、県にしつけら

ただで使えるのかというと、そうではありません o

れてきた o 自治権を広げようとするときによく考
えないといけない。

結局はどこかの企業が持っていくわけです。私た

佐藤: 言い残した Jというより、追加的な論点

r

ちはこのようなことをあまり意識せずに、「民際」

として、「過剰同化」の面を挙げたい。辺野古の

ということを使って進めるべきではないかと思う
のです。私たちは、共有した歴史、文化のうえで、

件で、沖縄から出てくる過剰同化は沖縄で何とか

平和の海を持ちましょう o

きに、敵のイメージがある「内地 Jと「本土」。
大城さんは、敵のイメージから、『カクテルパー

.シンポジウム

ティ j で芥川賞を受賞した。外務省の経緯などを

仲地(司会):他のパネリストの報告を聞いて付

踏まえ、民族や先住民族などを考えると、文学の

け加えたいことなどがあればお願いします。

必要性を認識することは大切です。

松島:先ほどの佐藤さんの話で、沖縄の新聞は英

王:日本に来て危機的であると感じること。あら

字で積極的に記事を公表している件について、私

ゆる新聞には同じことを書いています。どこまで

鈎 6年にジュネープにある国連欧州本部の人
はl

理解しているか、伝える責任を果たしているかに

権委員会へ沖縄の状況について報告するために行

ついて疑問をもっています。同じようなことが書
いてある。

きました。その後、沖縄の若者がジュネープや
ニューヨークに行くようになり、国連は琉球人を

しないといけない。「われわれJの意識を作ると

皆さんと一緒に考えたいことは、民主主義は怖

先住民族として認め、基地の押し付けを人種差別

い面もあるということです。中国では無視されて

であると認識しています。このように一人でも訴

いることも事実です。ただ、「本当の民主主義は

えていくことが大切だと思うのです。琉球は植民
地だという観点、の本が売れてきているそうです

ありうるか」ということを考えたい。私が日本に
来ていろいろなことを見てきた。佐藤さんの外務

が、国連に行って実際に訴える人が増えればと思

省の仕事と反対するかもしれない。国のサイズで

います。国連脱植民地化特別委員会の「非自治地

物事を考えること。自分の発展する道を選ぶ権利

域のリスト」に琉球がのってもいい状態です。チャ
モロ人とも一緒に闘っていくことが必要ではない
かと思うのです。

を持っている。無条件に擁護する価値はあるで
しょうか。
4名のパネリストに多くの方が聞いてみた
仲地 :

王さんから、尖閣に関してコモンズにしようと
いう提案がありました。島、海の活用を国家でな
く、人びとで考えなくてはいけないのです。私も

いと思う点を質問してみたい。
松島さんには、意見表明で「自治政府を作ると
きだJというのはスローガンなのか、それとも現

東京に行って、「琉球人Jといわれてショックを
受けたことがありました。日本人とは別の存在で
あり、パラオでも日本人ではなく、琉球人として

実的に考えているのか。そして、「自治政府j と
いうのはどういうものかとお聞きしたい。佐藤さ
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んのお話のなかに「有名な独立論者Jという言葉

(シンポジウム)琉球と東アジア文化圏をつなぐもの(松島
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がありましたが、そのこととあわせてお願いしま
す
。

いう人がいたらどうするんだと書いた。その記事

松島:私は島研究者で、島国と、大きな図の中の

を書いたところ、学校教員に 4人くらい押しかけ

辺境としての島、例えば、パラオ、グアムなど住

られ、しかられた。自分たちの情熱、誠実を理解

みながら考えてきました。これらの国や地域に参

しないのかと o それがなぜ日本復帰を言ったのか

きる人はいないでしょうが、復帰して悪かったと

考になる事例がある。グアムはアメリカの植民地

と思うのですが、アメリカが嫌いだから、独立と

であるとともに、アメリカの憲法下にある。米連

いう観念を飛び越して、日本復帰を考えたのだろ

邦下院においてグアム代表は発言権はあっても、

うと思うのです。彼らは、日本の固というより、

投票権はない。憲法下にあっても、権利はない状

文部省がほしかったのだと思う o 当時の教員の

況がある。植民地状態にある。

90%は沖縄県師範学校出身。そこで教育を受けた

パラオは沖縄人、琉球人に関係の深い島で、独

人だから、文部省がないと仕事できない。それを

立への住民投票を 8回やって、独立した。パラオ

自覚していないし、アメリカが嫌いだから日本と

人の土地を守る憲法をっくりました。パラオの人、

なる o
でも、今、日本が嫌いだから中国がいいな、と

文化、土地を守るために独立しました。
国連の脱植民地化委員会では「非自治地域Jが

いう人もいるかもしれない。自分たちの先祖は中

1
6あり、「独立、自由連合国、統合Jという 3つ

国だよ、とうれしそうにいう人もいる。冗談であ

の選択肢をもっていますから一つを非自治地域は

るにせよ、多少は本音もあるでしょう。中国語で

住民投票で選ぶことができます。スコットランド

教えられる学校にいたのですが、入学して、地理

9
9
7年から
の件はたいへん興味を持っています。 1

の教科書をもらったら、中国語で普かれています。

プレア政権のときスコットランドに独自政府や議

中学校の教科書を援用していました。中国の失わ

0
0
7年にはスコットランド国
会が生まれました。 2

0個書いています。そこに
れた領土というのが 1

民党が政権をとりました o

琉球も書いてあります。戦後に学校はつぶされた

仲地:大城さんは、はじめは同化志向を抜けられ

が、軍隊の通訳ボランテイアで、相手に中国の兵

るかということでしたが、「沖縄の特質を理解し

隊がいて、「なぜお前は琉球人なのに、中国人の

よう j ということでとらえてこられました。 沖縄

と聞かれた。でも、
日本語の通訳をしているんだJ

の独自性を強調するという潮流のなかで、国の中

そのとき、「自分たちは教育を受けたようにしか

で生きるようにしつけられてきた私たちの精神構

育たない、日本の教育をうけたから Jと答えた。

造を変えることができるかということを聞きた

とりあえず、複雑です。右がだめなら左、左がだ

し
、
。

めなら右、ではなく、松島さんの考えられること

大城:本当は、自分たちの民族自決、自分たちで

も考えてもいいのではと思う。

生きられるのならそうしたいというのが大方の沖

仲地:佐藤さん、亜民族の「あ Jは亜ですよね。

縄の人の気持ちでしょう。松島さんのお話の、先

佐藤:エトニーと近い概念です。

の具体的なイメージだろうということです。でも、

仲地:沖縄と直接名指しはしないが、松島さんの

実際に仕事をすると、なんとなく政府に負ぶさっ

話には私はペンデイングとおっしゃったが、どの

てしまうのです。自分自身気づいていません o

段階までお考えか聞きたい。

1
9
5
3年、もう 5
7年も前のことですが、そのときに、

佐藤:ゴルバチョフのペレストロイカのとき 7年

学童を政治に使うなと投書したことがあります。

8ヶ月間ロシアにいました。資本主義の人は入れ

8号線に子供
本土から国会議員団が来るときに 5

なかったが、民族学研究所のコーカサス部、共産

を動員して、めいめい日の丸の旗を持たせて出迎

党の部署です。そこに、レニングラード大学で勉

えたのです。

強した人がいた。日本人の生活習慣で博士号をと

復帰するとは，思っていたが、復帰してよかった

り、北方のユニットで働いていた人に、南のほう

か悪かったかについて、何十年後のことを予言で

の出身ではないかと開かれ、沖縄と答えたところ、

1
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宮古島とロシアの辞典を出してきた。『カクテル

宗教の話もありました。漢字、儒教などは共同

パーティ j がロシア語で訳されていて、これを読

知をつくる要素ではないかと思う o 共同体の意識

むことによって日本の弱点がわかる。日本とアメ

も大事だと思うが、それを超える認識を持つこと

リカの弱点は沖縄だと。
民族理論の本を読んだとのこと。境界線上の人

も大切ではと思う o 沖縄人ではなく、「アジア人J
などです。

は話をしたらわかる。朝鮮系でもないと思ったと o

仲地魚釣島はかつて交流のシンボルでした o 沖

でそのとき聞いたのが「亜民族J生成の途上にあ

縄と中園、台湾の自治体と金は出しても口は出さ

るエトニーの存在、より民族になっていくのか、

ないというのがいいと思うのですが。

日本になるのかわからないということがわかって

王:この提案はすばらししこの可能性も、十分

いる。でも、私はいつか琉球について宣言しなく

にあると思う o 中国の陳州のことについて科研で

てはならないと思っていた。

研究しているが、彼らは海のシルクロードから来

意識を持っている、沖縄の自己意識を持ってい

たムスリム o 漢民族の習慣をうけて宗族をつくっ

るというところに自発的に加入したいと思う、こ

たが、宗族の力は大きく、民族を回復するという

れが沖縄人だと o ふるさとでは集団的エゴイズム

ことで、民族としての宗族を認め、この村は豊か

をちょっとだけ認める、普天間基地の県外移設を

な村になった。国境を越える力をもっていたから、

認めるというのが必要だと思うというのが私の意
見です。

豊かになった。
仲地:佐藤さんにも同じ質問を。

仲地: 意識Jについてですが、日本国民として

佐藤:もともとの専門は神学です。 2
0世紀の神学

の「われわれJか、沖縄の「われわれJか、その

者のカールバルトによると、神学には不可能の可

他の「われわれJか何を共通基盤として持つこと

能性に挑むことといった意味がある。アイロニー

r

ができるのか。言語、人種、などを抜きにして成

をいっているのではなく、この問題を出すのは重

り立つ東アジアをつなぐものとしての自治と民際

要で、これをどの手続きで実現するか、硬直した

ですが、「われわれJの意識はどうやって成り立

領土ナショナリズムを何とかしないといけない。

つのか。

交戦権を否定していても、戦争が起きることは

王:中国の人口は 1
4億くらいになるのではと予

ある。この戦争を防ぐためには、右派から本当に

測されている。少数民族は I億を超えたといわれ

信用される人が出てくることが大切。牛肉オレン

3億いるというが、同じルー
ている。漢民族は 1

ジの自由化に対して、タカ派が最終的に自由化を

ツを持っているかというとそうではない。王とい

実現した。この現実を考えると、前原さんに賞賛

う名前の人についてですが、日本では王様なんて

的なことを書くのは、この逆説からです。今回の

笑っていますが、王さんは南と北に l億いる。中

献金問題でどうなるかわからないが、白紙委任状

国の人は属をもっている。うちの家族は北の王で

を渡さない形で、いかに、考えていくか。

した。山西省の雲両洞窟の北の方です。北貌を支

仲地:琉球の自治は構想ではなく、自治を実行する

える土地です。中国人という言葉がいつできたの

必要があると思う o 自治の抗争や議論があったと

か。中園、中華、中華民国、という名前はいつで

思うが、新しい自立を求める上でのどんな行動が
必要か、リーダーの必要性についてお聞きしたい。

9
0
0年代にできたもので、漢は
きたかというと、 1
あったが「漢民族Jはもともとなかった。「民族J
はあとでつけられたものでしかない。
日本に来てから不思議に感じる。「日本人はア
ジア人」かと学生に聞くと、違うという。西側諸
国、西ではないのになぜ西側諸国と思うのか。地

大城:結論だけをおさらいしますと、「アメリカ
でも、「日本が嫌いだから中国 J
が嫌いだから日本J
でも困る。可能性にかけるのがいいと思いますが、
いずれにせよ、リーダーを求めて、発見し、その
リーダーが手を上げる、ところまでもっていくに

域の文化に基づいて、アジア、東アジアにいると

は、みんなが正直になることが出発だと思います。

いうことも確認してはと思う o

みんな何かごまかしている、自分自身がごまかさ

2
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(シンポジウム)琉球と東アジア文化聞をつなぐもの(松島
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れながら日本復帰を求めていた。今はどうか、か

にされているので改めて検討しなければならない

わっていないのではないかと o

難問だと思う o いろんなケースでこれを感じる。

松島:琉球人のリーダーがどうあるべきか。しか

それをどう受け入れるか、検討し、共同研究の風

し、沖縄のリーダーがだまされてきた歴史がある。

土を作るのが先かなと思います。誰が手をつける

だまされないリーダー、日本政府、官僚が何を考

か、それに政治家、教員、両方に考えてもらいた

えているのか知っているリーダーが望まれると思

いと思います。

われる o

松島:民際学は国民国家を超えて、民主主義の主

でも、島に住む一人ひとりが自治的自覚をもっ

体は民だと考えます。生活者が民際学の担い手で

て具体的な行動をすることが、自治・独立に結び

0
0
7年に NPO法人ゆいまーる琉球の自治を
す
。 2

つくと考えます。

設立し、琉球の島々で自治を考える住民の集いを

緒方:今回のシンポは宮古、石垣にも放送されて

開いてきました。世代、立場、背景を超えて、い

います。広く地域に貢献できる教育をということ

ろいろな自治を巡る議論をしてきました。琉球の

で
、 7種類の補助金を受けていて、それで放映を

自治を互いに顔をみながら、車座で学ぶ、これが

しています。きて、行動の時代のリーダーが必要

自治を実現するための大きな手段だと思う o 外務

だということで、佐藤さんが沖縄の組長にと思う

省、財務省、文科省など政府が予算をつけても、

が
・
・ '0

基地維持のために使うおそれがある。

佐藤:沖縄の本当のリーダー、だまされないリー

仲地:最後にこんな感想を持った、ということで

ダーが必要です。また、沖縄のリーダーが地域の

まとめます。趣旨説明から、国民国家は一環とし

人をだます可能性がある。辺野古の移設に回帰す

て問われていたと思う o 琉球のあるべき未来像は

るところで見えた。琉球語の正書法の規則を作る。

まだ提示、できていないが。

どういうふうに書き言葉を作るか。
琉球語をネットで見られる新聞、それを 3年や
れば、沖縄自前のリーダーが生まれる。自分たち

また、大臣の話は皆さんの話を引き出す話とな
りました。
大城さんは、復帰は必要だった、独立は十分考

をつなげ、過去と未来をつなぐ、組踊を読むのが

えよう、人材などいろいろ問題点はあったが、と

目標だと。琉球語の正書法に基づいた、自分で考

いうことでした。

えるエリートが出てくると思う。

松島さんの話には沖縄だけの独立、アジアにつ

仲地:最後に言いたいこと、まとめを 3分ほどで。

ながるわれわれ、国民国家、沖縄の将来像につい

王:まさに今の立場は沖縄ではないかと思ってい

ては萌芽が出ていたと思う。

るo 自分の文字がなくても、一緒に文化の保存を

自治政府には松島さんの意見にこれでいいとい

しようとしている。でも、沖縄に来ると驚く o 第

う大城さんは述べ、独立の覚悟があるかと問うて

一歩に向けて踏み出してはいし、かと思う o

いたと思います。

佐藤:感想ですが、保守革新の壁を破ろう、は難

共同知の育成は王さんから提起でした。その場

しい。壁の裏側に回りこもうと o 官僚の文法を教

が沖純であることができればと、存在価値が高い

えるために沖縄人を日本政府に派遣し、破るため

ことになる。

の戦略を考えることが必要です。
伊波普猷の古琉球「むかえほこら Jは、「おも
ろことばJでかかれたもの o 伊波普猷は琉球新報

東アジアとの連携については、沖縄大学も考え
ています。
今日はありがとうございました。(了)

で書いた。 3
0年代の閉塞状況で文章をのこした。
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大城:正書法、むずかしいです。正しい書き方。

会場:沖縄大学 3号館 1
0
1教室

新聞でやろうとしても、この問題を長続きさせる
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なかでは学校の学問で取り入れないと無理だろう
とo でも、文科省の学習指導要領でがんじがらめ
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