特 集

地域と人を 記録する

岩手県陸前高田市の佐藤たね屋の
佐藤貞一さんは、津波の記憶を英語
で綴る。津波で流された店を自力で再
建した高台のたね屋に、津波の記録
を求めて世界中の人がやってくる。
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長年にわたって伝承されてきた地域の文化や暮らしの知恵、
語り継ぐことで生き長らえてきた土地の歴史や民話の数々。そうしたものが伝承の担い手の高齢化と、
年寄りから話を聞く機会を持たない暮らし方によって、
今、
急速に失われようとしている。
失われてからでは遅すぎる。人と地域を記録するには、
さまざまな手段と方法がある。
社会学調査、
聞き取り、
写真、
映像、
イラスト、
文芸……。
第一線で活動する記録者たちから、
地域と人を記録するための心構え、
取材方法、
人との付き合い方を学ぶ。
撮影●古里裕美
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特集

佐藤貞一

撮影●古里裕美、島㟢信一（書影）

に向かったのは、ドキュメンタリー映

声が耳に残る映画だった。陸前高田

書いた。

本語で、記憶をとどめる程度のメモを

津波に遭ったその日、走り書きの日

』も置かれてい
of Hope in the Heart
る。

たこの場所は、昔、川の一部だったの

ート（泥炭）が出てきた。津波が襲っ

の気仙川の堆積物や、川草が腐ったピ

カ月かかって６ｍ の井戸を掘った。昔

詰の缶や竹を使って道具を作った。３

ていたが、マスコミの多くは台本どお

し、話もしたくなかった。憔悴しきっ

ほど来た。この頃、人に会うのも嫌だ

たちが来るようになった。外国人も山

できると、ボランティアや、報道の人

事実をありのままに書く
英語が気持ちの助けに

画『息の跡』（小森はるか監督 ２０１

りにふるまう姿を映したがった。
Ko

だと気付いた。

月頃、仮設住宅に、
「英語支援

「なぜ書いたのかって？ たね屋だか

瓦礫を集めて苗台を手作りし、看板
もペンキで手描き。やる気を奮いおこ

さんに会うためだ。
があったんだろうな。そのときの気持

２０１１年（平成 ）３月の東日本

英 語 を 話 そ う 会 」と い う 人 た ち
mo's
がボランティアに来るというチラシが

説明するのが大変なのでＡ４用紙１枚

すため、泣いている自分の顔を壁に描

自力再建を選んだ。たね屋組合からの

程度の英語の案内書きを作りたいと思

ちわかる？ ほんとは、あんまり話し

壁には、佐藤さん手描きの井戸掘り

見舞金がありがたかった。日本だけで

っていた佐藤さんは、自分でたたき台

大震災による大津波。陸前高田の市街

は跡形もなく流された。店が元あった

の図解があった。震災後、流された自

なく、海外のたね屋からも支援金が届

を書いて、ボランティアの人に見ても

入った。店を訪れる外国人にゼロから

場所に、佐藤さんは自力で営業を再開。

分の店のあった場所に戻った。ここで

いた。

いた。国のグループ補助金は受けずに

店名も「佐藤たね屋」とした。希望の

やるしかないと、自力で井戸を掘った。

２０１１年夏、何もなくなった津波

うそぶ

種を売ると嘯くたね屋のもとに、地元

道具らしい道具もない。最初は棒切れ

後の平たい場所にバラックのたね屋が

ところがいざ書き始めたら、気持ち

らおうと思い立ったという。

の人たちが種を、苗を買いに来る。あ

やシャベルで、それから、おたま、缶

さんが、座敷わらしのようにふっと入
り込み、たね屋での日常を撮り始めた。
その映像は映画『息の跡』となり２０

1,2 高台の代替地に移った佐藤たね屋の近
くから、津波浸水地が見渡せる。浸水地は復
興工事で10mかさ上げされた。
「前の店はあ
の信号のあたり、今は土の下になっちゃった」
と説明する佐藤さん。かさ上げ地は今後、
農業テーマパークになる計画があるという。
3 佐藤たね屋は生きていると津波直後に出し
（写真提供：佐藤貞一、2011 年 4月22日
た看板。

１７年に劇場公開された。映画の中の

3

佐藤さんは英語で震災と津波の手記を
綴り、朝夕、自ら音読していた。
映画が終わってもまだ引っかかる。
佐藤さんはなぜ、書こうと思ったのか。
苦労して英語で記録するのか。
陸前高田の高台に再建した、佐藤た
ね屋を訪ねた。種袋のラックがずらり
と並ぶ店内の一角には、第５版となる
2

るときから若い映像作家・小森はるか

たくねえんだよ」

11

地、気仙川近くにあった「佐藤種苗」

ら、いつ種を植えたとか記録する習慣

６年製作／ 分）の主人公、佐藤貞一

取材・文●塩本美紀

佐藤たね屋代表

23

93
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自身の震災体験を、母国語ではなく、英語で書き続ける佐藤貞一さん。
手記はやがて自費出版で書籍化され、版を重ねて、現在第5版。
英語版だけでなく中国語版、
スペイン語版も作成され
一人の被災者の視点と思いが、世界に静かに広がっている。

佐藤貞一

種を計量し、袋詰めを行う作業机。
パソコンの向こうは世界じゅうの読者
とつながっている。
撮影）

たね屋は津波を記録する
佐藤さんの自費出版書籍『 The Seed

1

岩手県陸前高田市
地域と人を記録する

寄稿

この世の断片を拾い集め、
文と絵にして並べよう
世の中にはいろんな人がいる。
﹁そんなあたりまえのことを繰り返し確認したくて、本を書いている﹂
﹁腹立たしいことも、嘆かわしいことも多いけど、捨てたもんじゃない﹂
金井真紀さんが拾い集めたささやかな記録が、
味わい深い文章とイラストで輝きはじめる。
文筆家、
イラストレーター

撮影 ●和田高広、島㟢信一
︵書影︶ 協力 ●近藤十四郎

好物は小ネタ
その塊がヒト形になる
本を書く仕事を始めたのはわずか４
年前で、わたしはオババのくせに新参
者だ。同世代の文筆家と飲みに行くと
必ず、
「近年、稿料はしょぼくなる一
方だ」「昔は海外取材も経費が出たもん
だ」などの話になるが、昔を知らない
わたしは一緒に盛り上がれず、ぽつん
とお湯割をすすっている。
本を書く前、わたしはテレビ業界の
片隅で働いていた。①いろんな仕事の
人に話を聞きに行き②それをもとに構
成台本を書いて③総合演出にけちょん
けちょんにダメ出しされる―のサイク
ルを毎週ひたすら繰り返し、わたしの
代は過ぎていったのだった。

ダメ出しに涙したり暴れたり呪った
りしつつ、人の話を聞く練習を積んで
いたことになる。まあでも、場数を踏
んで得たのは「素直な気持ちで聞くし
かない」「それでも聞けない話は諦める
しかない」というなんとも地味な経験
則だ。人は、聞き手が思い通りにコン
トロールできるほど単純ではない。む
しろ、
すぐに「正解らしきもの」や「美
しい物語」を手渡してくれる人がいた
ら、逆に怪しい……。
その頃からわたしは、小ネタが大好

物だった。たとえば丹頂鶴の飼育員は、
いつも上空の鶴に大声で話しかけてい
るせいでジャンバーの胸元が唾で汚れ
ている。左官職人はコテさばきもうま
いが、お好み焼き屋でのヘラさばきも
うまい。死ぬまで現役だと胸を張る

２０１５年春、わたしが 代のすべ

察図鑑』（皓星社）の元ネタになる）
。

『世界はフムフムで満ちている 達人観

めてニヤニヤしていた（のちにそれが

たしは勝手に書き溜めて、ときどき眺

れた小ネタを手放すのが惜しくて、わ

かなか紹介できない。せっかく手に入

いう話は断片的すぎて、テレビではな

れしくて身悶えしてしまう。でもそう

ささやかなエピソードに出会うと、う

取材先で、その人らしさを形づくる

途の川の監視員をやる」と言った。

歳のライフセーバーは、
「死んだら三

85
のそと始めた。遅れてきた新参者、す

ら本を書いたり、絵を描く仕事をのそ

きりだし、もう破れかぶれだ。そこか

った。扶養家族は猫２匹。人生は一度

なった。なんか、吹っ切れるものがあ

で、いきなり暇になった。無収入に

内人事の余波らしかった。

よかったのに、スポンサー企業様の社

打ち切りになった。視聴率はそこそこ

てを捧げたテレビ番組は、あっけなく

30

1974年、
千葉県生まれ。
放送作家、
書籍編集者、
酒場のママ見習いを経て、
文筆家・イラストレーターとなる。任務は「多様性をおもしろがること」。
本稿で紹介したほか『世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑』
『酒場學校の日々』
『 子どもおもしろ歳時記』
『サッカーことばランド』
などの著書がある。
うずまき堂マガジン https://uzumakido.com/
東京・日暮里の夕焼けだんだんで、以前に取材した編集者でミュージシャンの近藤十四郎さんと。階段を下りると買い物客でにぎわう谷中ぎんざがある。
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30

金井真紀
イラスト ●金井真紀

Maki Kanai

沖縄

８ミリフィルム上映会で
地域おこしをする活弁興行師

佐藤壮広

映像作家、
活弁興行師

8

宗教人類学者 、大正大学非常勤講師

撮影 ●平良竜次

映画『パイナップル・ツアーズ』
で沖縄の精神文化の温かさを描いた真喜屋力監督。
現在、普通の人々が記録した ミリフィルムを収集・編集し、
まちの過去・現在・未来をつなぐ上映会を沖縄県内で開いている。
作品を観て、語らい、人々のストーリーを想像する。
そんな場づくりは、地域おこし事業としても大きな可能性を開く新機軸だ。

真喜屋力

44
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真喜屋 力

特集

インタビュー・構成 ●

地域と人を記録する

映像を提供している「うみそら上映
会」の会場。老若男女が、地域の
懐かしい映像を楽しみに集まってくる。

地域と人を記録する

特集

真喜屋力

８ミリフィルムの上映プロジェク

撮る側と撮られる側の関係の
深さが８ミリフィルムの魅力

―
トで見えてきたことは。
真喜屋 ８ミリフィルムは、撮ってい
る人を意識できる媒体なんです。例え
ば、幼い娘を前にカメラを構えている

を観ることができるんです。

ドの沿道でその様子を撮影した８ミリ

動画を撮影できるようになりましたが。
いないんです（笑）
。それは、パレー

ムには一番近づいた際の映像が映って

フィルムがあるのですが、そのフィル

真喜屋 スマホは、視線を合わせずに
ドなんて撮っている場合ではなかった、

最近はスマートフォンでも手軽に

撮っている場合が多いので、あまり好
という作品なんですね。プロの映像で

―

きじゃないんです。

スなども、
「なぜカメラがそれに寄っ

つきや、思いがけない物へのフォーカ

こには、自分たちの生活の場、生の現

承認欲求があると思います。同時にそ

動きの背景には、アップする人たちの

「いいね！」をもらおうとする最近の

動画を撮影してウェブ上へアップし、

こに映っているということなんです。

人もカメラマンを見たという関係がそ

リフィルムです。だからそうした作品

値観が素直に反映された映像が、８ミ

人のことをどう捉えているかという価

かにしてくれるんです。地域の風景や

を、アマチュアならではの映像が明ら

好きです。何が大事だったかという点

ような素人さんたちのそういう作品が

でも、
「自然の編集」とでも言える

は、そうしたことはあり得ません。

たのかな」と考えながら映像を観ると
場が一番良いという価値観も反映され
を読み解くことが、とても大切だと考

視線が合うということは、撮られる

ところが、われわれが普段目にして
楽しいし、その人の気持ちが分かる気
ているのではないでしょうか。

お父さんの視線など。
「子どものこの

いる映画や映像はそうではありません。
がする。ファインダー越しの映像は、
天皇陛下が皇太子の時、ご夫妻が沖

関係が深いんです。

リフィルムは、撮る側、撮られる側の

フィルムに映っているものです。 ミ

収めたい」など、撮る側の情感までも

表情を撮りたいな」とか「この風景を

カメラマンは、自分の気配を消して人
撮っている人の視線を観ている自分た
縄を訪問した際に、一般の人がパレー

最近、
「活弁興行師」を名乗って

集を呼びかけたんです。すると、たく

の一般の人に広く８ミリフィルムの募

気になり、まずは個人的に、沖縄県内

ミリフィルムがどうなっているのかが

かつて一般の人たちが撮影していた８

せてあります。その仕事をしながら、

があり、活動の概要や報告もそこに載

て「沖縄アーカイブ研究所」のサイト

にもこだわりがありましたが、
「自分

年ぐらいまでは、映像のアーカイブ化

映会を！」という発想です。２０１８

うよりも、フィルムがあるならまず上

「アーカイブを作って何かしようとい

集まってくると考えたわけです。

いても、上映会をやれば作品はさらに

と思っています。８ミリフィルムにつ

を創り、
「上映会をやってなんぼ」だ

自分は映画業界の人間なので、作品

よいと思っています。

思うので、自分はそこを補完できれば

用・活用にはなかなか手が回らないと

うした専門職のスタッフも、資料の利

のは言うまでもありません。ただ、そ

書などの専門職がいることが望ましい

文書資料を扱う機関には、学芸員や司

興行師」なんです。もちろん、映像や

僕は、８ミリフィルム上映会の「活弁

にそのストーリーを想像してみせる。

スクリーンの前で観客のみんなと一緒

面に並ぶサムネイル一覧をデザインに

うのが、新しく立ち上げた事業です。

「沖縄県内の記録映画を集める」とい

沖縄」の社内事業が元になっています。

縄の記録映画を手掛けてきた「シネマ

８ミリフィルムの上映会の活動は、沖

僕らの活動として知られていますが、

真喜屋 今は上映会でのおしゃべりが

活動していますね。

―

８ミリフィルムの保存・活用の
先にある「活弁興行師」
の道

えています。

や物を撮ることが多い。それを鑑賞す
ちに乗り移らせる。そんな感覚で作品

る。カメラワークを意識することは、
ほぼありません。多くの映像作品はそ
んなふうに構成されているわけです。
呼びかけて集まってきたフィルムを
観ていると、急に場面が動いていくこ
とがあり、
「ここでどうしてカメラを
横に振ったんだろう」などと考えるこ
とがあります。
台本のない８ミリフィルムは、その
場その場で人や物に反応して撮ってい
るんですよ。ちょっとした画面のグラ

ありがたいことに、２０１８年度か

はアーキビストにはならなくていい」

個々のフィルムにひと目でわかる

したポスターを作ってもいいぐらいで

上映会をするためにフィルムを集め、

らは沖縄県からの助成を受け、映像編

と考えるようになりました。また同時

サムネイルを付けて一覧化する作業は

す（笑）
。

画はとてもうれしい展開でした。

集・公開活動が正式に事業化されまし

に、無声映画時代にフィルムについて

アーカイブの基礎作業ですね。

さんの作品が集まってきました。

た。映像を整え、デジタル・アーカイ

ストーリーを語った「活弁士」だなと

介コーナーができましたね。

民放テレビでも８ミリフィルム紹
リフィルムの編集作業を始めてから、

必要なことです。
「サムネイルはデー

るのは、フィルムを公開するためには

編集し、内容に即したタイトルを付け

作業です。名もないフィルムを整理・

もうそれ自体が２次創作と言っていい

映像へのサムネイル付けや編集は、

が、自宅に眠っている８ミリフィルム

あるなかで、番組を見た視聴者の方々

いつの間にか廃棄されてしまうことも

ムを知るいい機会にもなっています。

に馴染みのない皆さんが８ミリフィル

ナーも始まりました。これは、８ミリ

番組の中で８ミリフィルムの紹介コー

レビ（ОＴＶ）の火曜夕刻のニュース

タベースであり、また歴史資料でもあ

と呼んでいます（笑）
。

真喜屋 ２０１７年６月から、沖縄テ

―

上映会でつながる
まちの記憶と世代

る」と思っています。このパソコン画

うみそら上映会は映画好きの有志によって運
営されている。映写機操作などの技術指導を
行うこともある。

周りは僕のことを「サムネの真喜屋」

ける。これがまた、楽しい。この８ミ

マ、内容が分かるようなタイトルを付

を通すんです。そしてフィルムのテー

真喜屋 映像が届くと、まずざっと目

―

ブに載せるだけでは面白くないなと思

自分のことを思うようにも（笑）
。

現在も、社内プロジェクトの一つとし

1966年、
沖縄県那覇市生まれ。
1992年『パイナップル・ツアーズ』
で映画監督デビュー。
那覇市の映画館「桜坂劇場」のディレクターを経て、
沖縄アーカイブ研究所を創設。沖縄県内の8ミリフィルムの
収集・公開を行い、
地域映像を観て語る上映会を
各地で開催している。

る時、われわれも被写体に集中して観

収集したフィルムと、ゼンマイで動く８ミリカメ
ラ。これもまた思い出の詰まった記録である。
1 収集フィルムのデータベース画面。サムネ
イルが並んでいる。2 市井の歴史研究家、
故・福地唯方（ふくち・ただよし）さんの８ミ
リフィルム。小さな祭祀など貴重な動画記録
である。

46
地域人 No.53（2020.1）

47

Tsutomu Makiya

8

2

っていたので、作品の上映会などの企

1

地域と人を記録する

特集

真喜屋力

を寄贈してくれるケースも増えていま

ん盛況ですね。
した。これは、若狭地区で昔やってい
いたのは、
フィンガー５の「学園天国」

んからね。ちなみにその姉妹が歌って

てみたりもするんです。音はありませ

た野外上映会を復活させようという地
です。上映会場でそういう話をすると、

親子連れも含めて 人ほどが参加しま

から、那覇市若狭地区にある若狭海浜
域おこしのイベントです。そこでその

真喜屋 ２０１９年の９月 日夜６時

情の記録だった８ミリフィルムが、マ
公園で「うみそら上映会」が開かれ、
気持ちが一気に１９７０年代へと遡り

す。昔の個人的な出来事やその時の心

スメディアで紹介される意義は、かな
地区に関連した８ミリフィルムを上映

む機会がありました。野外で親子一緒

映し出されたアニメや短編映画を楽し

暗くなってから集まってスクリーンに

は野外上映会が行われ、子どもたちも

１９８０年代半ばまで、若狭地区で

ますね。活弁興行師としては、うれし

観ている人とつながったなあ」と感じ

あ、映っている人や風景が、今それを

などと声が上がります。そんな時、「あ

はこうだったよ」
「あそこを歩いたね」

がら「あの時こうだったね」
「あそこ

上映会では、８ミリフィルムを観な

に映画を楽しむ時間は、とてもぜいた
い瞬間です。

子どもたちの様子の映像を集めました。
の首里城正殿ほか７棟もの主な建物が

31

焼け落ちる火災が発生。真喜屋さんは、

70

映像からは、 年代になってようやく

10

今回は「沖縄の子どもたち」という
タイトルで、１９６０年から 年代の
２０１９年 月 日未明、世界遺産

くなひとときですよ。

わけです。

８ミリフィルムの上映をやりました。

60

成の現場のような空き地で遊んでいる

たことが分かります。子どもが宅地造

し、カラフルな色のものが流行してい

既製服を着た子どもたちが映像に登場

それらを情報としてアーカイブ化する

および関係者のインタビュー等を集め、

そして、復元に関する写真や資料、

「首里城アーカイブ基金」
を立ち上げた。

会長を務める沖縄アーカイブ協議会で

姉妹がダンスしながら歌って踊るフ

献したい」と、あらためて映像記録の

大きく、首里城再建に向けた動きに貢

活動を始めた。
「アーカイブの役割は

ィルムもあり、
「どんな歌を歌ってい

年からです。でもその前、 年には自

沖縄で調査を始めたのは、２００７

広島での暴走族のパシリから
沖縄のヤンキーの調査へ

意義を語った。

撮影●桑村ヒロシ、島㟢信一（書影） 写真提供●打越正行

佐藤壮広 宗教人類学者、大正大学非常勤講師
インタビュー・構成●

社会学者

るんでしょうね」と観ている人に聞い

ります。

映像もあり、当時のまちの様子も分か

70

人に密着し、
その個々の生活を記録する。
見えてくるのは、人々が置かれている社会や歴史の特徴や厚みだ。ヤンキーと呼ばれる
沖縄のヤンチャな若者たちの実態から、沖縄の歴史や経済、社会構造や文化を理解し想像をめぐらせる。
自らもバイクに乗り、彼らを追い続けた社会学者、打越正行さんが捉えた「地元」の姿を聞いた。

打越正行

うみそら上映会のスクリーンの前で解説中。
「活弁興行師」として観客と対話しながら場
を盛り上げる。

ヤンキーの若者たちから
見えてくる地域社会の姿

チャな若者たちの研究をするのかと言

良少年たち、ヤンキーと呼ばれるヤン

ようになりました。なぜ、いわゆる不

ごした沖縄でも調査をしたいと考える

そうした前史があり、学生時代を過

として刊行）
。

ら『隙のある調査者による記述』へ」

族のパシリになる―『分厚い記述』か

ニシヤ出版、２０１６年所収、
「暴走

（成果は、
『最強の社会調査入門』ナカ

での調査を進めることができました

に信用してもらえるようになり、広島

返す中で、次第にヤンキーの若者たち

たこともあります。そんなことを繰り

職務質問され、警察署に連れていかれ

要求に対応してきました。私服警官に

画で撮影するなど、彼らのいろいろな

ってくるとか、暴走シーンを写真や動

メンバーにタバコやおにぎりなどを買

使い走りですから、暴走族のチームの

などに耳を傾けるのがもっぱらのこと。

調査といっても、仲間とのやりとり

調査をスタートしていました。

シリ」をしながら若者たちについての

分の故郷である広島で、暴走族の「パ

02
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り大きいですね。

研究資金と執筆環境はクラウドファンディングで100 人を超える支援者から得た。文部科学省の科学研究費助成も大きな支えになった。

ます。

沖縄国際大学研究支援助手、
琉球大学非常勤講師。

することで、老若男女が集まってくる

各地の公民館での上映会、たいへ

Masayuki Uchikoshi

フードやドリンクの販売カーも出て、

―

1979年、
広島県生まれ。社会学博士。
沖縄の暴走族や建設現場で働く若者、
風俗店経営者などの生活史を記述、
研究。
現在は、NPO法人「社会理論・動態研究所」研究員、

地域と人を記録する

特集

打越正行

えば、自分があまりにもその「世界」
ました。
に、毎日同じジャンパーを着て出かけ
特に、中学時代に濃密に培われた先輩

で生じる暴力という微妙な問題につい

と後輩との上下関係や、若い男女の間

警察からの職務質問はヤンキー仲間
ては、書くのに時間もかかりました。

ました。

たちの間では、外部の〝敵〞とのやり
社会の内側で起こる暴力、沖縄で必死

を知らなかったからです。

とりという重要なイベントです。たび
に生きていく中で生じてくる暴力を描

私は大学、大学院へと進み、学校と

調査と言っても、彼らと行動を共に
たび職質されることはありましたが、
くのは大変でした。彼らの間で生じた

地元の姿が見えてくるまで
５年、書くまでにさらに５年

てきました。ところが、沖縄のヤンキ
するのが基本ですから、暴走するゴー
「免許証を出す前にまず警察手帳を見

いう文化にあまり疑問も持たずに生き

ーの若者たちにとって学校、特に中学
パチ（国道 号線）
、バイクを格納す

とめたのが、
『ヤンキーと地元』です。

で出会った若者たちの姿を記述し、ま

うれしかったですね。この調査の過程

いていいよ」と許可をもらいました。

に原稿を見せたら、
「好きなように書

も原稿にすることができました。彼ら

整理して話してくれるようになり、私

そうした振る舞いについて本人たちも

５年ぐらいたってようやく、過去の

りません。

いですし、急いで書くべきことではあ

本人たちはすぐにはオッケーを出さな

個人的な出来事を書くことに対しては、

校という場所は、自分たちの居場所で
はなく、
「一部の人間のためにつくら
れた場所」でしかありませんでした。
そのことを、深夜の彼らとの飲み話で
思い知らされました。同時に、彼らの
世界がとても魅力的に見えたわけです。
しかし、両親が公務員で特に不自由
なく暮らしてきた本土育ちの自分が、
独自の歴史を経てきた沖縄社会、そこ
で暮らす若者たちについて話し、書く
ということは、とても怖いことだと思
っていました。でも、わからないと立
ち止まってばかりはいられないし、「わ
かる人に話を聞くことから始めよう」
と考え直し、「参与観察」を始めました。

一つです。まず相手との信頼関係を築
輩もよく飲みに行く飲食店、日銭を稼

るガレージ倉庫、ヤンキーの仲間や先

キーの仲間からの私に対する信頼が厚

が毅然とした態度をとるたびに、ヤン

せて」と、威圧的な警官に対して自分

沖縄のつながりは強くてあたたかいも

社会学でも、それ以外の分野でも、

地域は居づらい場所
沖縄の
「地元」が基盤

き、共に行動をし、その生活の様子を
ぐために働くビル解体の建設工事現場

参与観察というのは、社会調査法の

観察、記述するというものです。こう
くなっていった気がします（笑）
。

したときの基盤が「地元」なんです。

中で、自分たちで社会関係を築こうと

地域といっても居づらい所。そうした

ています。ヤンチャな彼らにとっては、

域で活動している青年からも敬遠され

男の子たちは、学校からも、そして地

達し、ヤンキーの若者たちを追い続け

たびに、沖縄に通い、原付バイクを調

た。春や夏、大学が長期の休みになる

きます。製造業は、そうしたことが可

ながら、職場でステップアップしてい

にそって作業をこなし技術を身につけ

になり、配置された部署でマニュアル

造業を主な就職先として、工場労働者

本土のヤンキーの子たちの多くは、製

ヤンキー仲間に顔を覚えてもらうため

の暮らしに密着もしてきました。また

人かのメンバーの部屋に入り浸り、そ

う中学校など行かず、先輩にくっつい

来の展望が開けるわけです。だからも

ほうが、学校で授業を受けるよりも将

その先輩が働く建設現場で一緒に働く

沖縄では、地元の先輩に気に入られて

ことや将来の話などを聞いてきました。

ちと作業をしながら、彼らの身の上の

を書くまでに５年程度かかっています。

が見えてくるまでに５年、そしてそれ

こうして一緒に過ごし、彼らの現実

すよ。二日酔いなどでも構わず迎えに

やりにでも現場に連れて行けるわけで

ちょっと来いよ」と声を掛けて、無理

元」の後輩に「おい、仕事があるから

景気の良い時には、先輩たちは「地

ます。

係や生き方に大きな影響を及ぼしてい

られます。しかし私が調査で関わった

地域活性化の例としてポジティブに語

えば、エイサー青年たちについては、

てみると、会社の社長は稼ぐことをも

建設業に携わる人間を少し分けて見

結果として
居場所となる建設現場

で凌いでいます。

の後輩たち相手だから、そうした対処

くないことではあるんですが、「地元」

労使関係としてはブラックですし、良

しか支給できなかったりするわけです。

ないので、支払いが遅れたり半分だけ

また仕事がない時、会社は給料が払え

した先輩からの声掛けを断れません。

来ますから（笑）
。後輩たちは、そう

能な業種です。沖縄では建設業の割合

し、自分たちの仕事や将来の生活のた
めに創り上げてきた足もと、基盤が、
「地元」です。
そこでは強烈な上下関係がつながり
の中心になっているので、暴力もあれ
ば理不尽な関係もあります。でも、彼
らはそこで人生を歩み、生活を作るの
です。家庭も学校も地域社会も企業も
助けてはくれません。それが地元の姿
だと思います。
本土の子たちは、「地元の中学」
や
「地
元のお店」とか、住んでいる場所、ホ
ームタウンという意味で地元という言
葉を使うことが多いです。でも、沖縄

味を持っているんです。その原因は、

の製造業がほとんどないということが、

が全国平均よりも高く、就職先として

「地元」に見られる人間関係の上下の

ある意味でとても合理的です。沖縄の

て将来の仕事の準備をする。これは、

の子、元暴力団関係者、シングルマザ

ゃいろんな人がいます。暴走族あがり

ます。ただ建設現場には、めちゃくち

業員も、給料をもらうために働いてい

ちろん一番に考えています。会社の従

沖縄の歪な産業構造にあります。

彼らを学校から追いやり、地域とは違

峻別、先輩後輩関係の濃密さには、経

での「地元」という言葉は、過酷な意

沖縄の、そして本土でもヤンチャな

う社会関係や人間関係の中を生きざる

いびつ

子たちの主な就職先は、ガテン系、肉

がいのある人、覚醒剤中毒から回復し

ーで夜は飲食店で働いている女性、障
社会の産業構造が、ヤンチャな子たち

た人、アルコール中毒だった人など、

済社会的な背景があるわけです。沖縄

の学校との距離の取り方、その人間関

を得ない状況を強いているのだと見て

私は、建設現場でヤンキーの若者た

体労働を中心とした第二次産業です。

で、全国平均以下です。

います。

ヤンキーの若者を含めて沖縄社会の多様な
（撮影：深谷慎平）
人たちが働く建設現場。

地域とはいわば行政区です。それに対

のとして描かれることが多いです。例

など、どこにでも顔を出しました。何

型枠解体現場で一緒に働いた調査対象者
（撮影：深谷慎平）
と。

して 年の６月から本調査を始めまし

58

就職先としての製造業は、沖縄ではわ
ずか５・３

%
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