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日本国家と「南島論」

東西約1000キロ、南北400キロに及ぶ海域に、49の有人島と111の無人島
を抱える島嶼地域である沖縄は、1 1609年の薩摩藩による琉球王国への侵略
以降、日本における「政治的・文化的他者」として、今日に至るまでの歴史を
重ねてきた。日本の他地域にはない亜熱帯の気候とその風土に育まれた文化
や社会のありよう、そしてかつて独立した島嶼国であった「南島」の独自の言
語文化と歴史は、「南島文化」とみなされてきた。
「南島」という語には複数の含意がある。一つは、沖縄を日本の一行政区と
してではなく、琉球・奄美諸島、あるいは南西諸島という、連続した亜熱帯の
生態地域（bioregion）とみなす場合の「南島」である。2  琉球諸島と奄美諸島は
それぞれ固有種の生息する自然環境であると同時に、それぞれ地域独特の言
語を有しており、それらの生物及び言語のどちらもが絶滅の危機に瀕してい
る。「南島文化」は、こうした自然環境と言語の影響を受けながら生活する中
で、人々が蓄積し、創造してきた物語の連続体である。
そして、「南島」という語には地政治的な含意もある。すなわち、沖縄をはじ
めとする亜熱帯の島嶼地域を国家から疎外する外部のまなざしによって、エ
キゾチックな「他者」としてのイメージを付与された「南島」である。3  実際、
20世紀初頭の伊波普猷、末期の島尾敏雄とその同時代人であった吉本隆明
は、「南島」という立脚点が「国家」を脱構築する地政治的可能性を有している
ことを指摘していた。批評家の花田俊典は、吉本が「琉球・沖縄」には「弥生式
文化の成立以前の縄文的、あるいはそれ以前の古層をあらゆる意味で保存し
ているところ」にその存在意義があること、そして、その存在の重みによって

「弥生式文化の成立から古墳時代にかけて、統一的な部族国家を成立させた大
和王権を中心とした本土の歴史」を「相対化する」ことを期待されているとし
ている。4 しかし、吉本の南島論は、花田も指摘するように、「あまりに自己中
心的」、すなわち「『本土』中心的」な構想だった。5
一方、島尾敏雄は、沖縄や奄美などの地域を行政区としてではなく、地理

性、島嶼性、そして言語といった特徴を共有する地域として定位し直そうと
した。従来の朝鮮・中国などの大陸からの流れをくむ日本文化観のさらに底流
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環境文学研究者でゲーリー・スナイダー研究
者の山里勝己によると、「生態地域」とは「行
政的に分割された地域ではなく、生態系を
中心として成立する地域、つまり、流域や森
や植物群などの境界を基準として区分され
る地域を指す」（山里勝己『場所を生きる～
ゲーリー・スナイダーの世界』山と渓谷社、
2006年、p.12）。また、山里は「生活の蓄積
の中から歴史が創造され」、「アイデンティ
ティが形成される」「場所」（同、p.7）を「生態
地域」に求めた時、そこには「自然の文化」と
も言える新しい価値を備えたコミュニティが
形成されることを示唆している（同、p.193）。

3
例えば、島尾敏雄は、第二次世界大戦時に軍
人として赴任した戦地の加計呂麻島で「汐の
満ち干を見」ながら「草花とか生きもの、鳥の
鳴き声とかが、ものすごくしみじみと聞こえ
たりする」日々に「古代」を見出している（花
田俊典『沖縄はゴジラか──〈反〉・オリエン
タリズム / 南島 / ヤポネシア』花書院 、2006
年、p.225）。この経験が、「日本国にとってほ
とんど唯一の、内に含める異郷」（同、p.240）
である南西諸島が、やがては島尾が「ヤポネ
シア」と称する日本列島、千島諸島へと連な
る列島エリアの一部として、「『日本』を相対化
する概念装置」の機能を果たすというビジョ
ンへと発展していくのである（同、 p.241）。
しかし、南西諸島を、「本州島」のような「単調
な退屈な場所」ではなく（同、p.239）、日本国
の中にありながら「貧血と不毛をいやして
くれる豊かな温かさ」の場所であると明言す
る島尾のまなざしには（同、 p.240）、南島を

「自己」と同様に「日本国家」を癒してくれる
場所として美化するオリエンタリスト的な態
度が付随している。

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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に「ポリネシア、インドネシアと連続するもの」があると述べ、メラネシア、
ミクロネシア、ポリネシアに匹敵する「一つの島々のグループ」として、「琉球」
をあえて「琉球弧」と呼び、「東北」から「琉球弧」までの「もう一つの日本」と
して、「ヤポネシア」を構想したのである。6 行政区ではなく、自然や文化の境
界に着目した点において、島尾の「ヤポネシア」という構想は生態地域的な視
点を伴っていたといえる。しかし、第二次世界大戦での敗戦を機に「日本」と
いう国家を根本的に捉え直さざるをえなくなった日本の知識人にとって、奄
美諸島や琉球諸島といった南海の島嶼は、まずは、天皇を頂点とする大和の
統一国家を切り崩す新たな論理を提供する存在だった。言い換えるなら、「南
島」は、天皇制から解放された「戦後」日本の国家像を構築するために、日本
国家が自己を相対化する装置として自らを映し出す鏡のような存在だったの
である。
一方、日本で唯一の戦場となり、20万人以上もの犠牲者を出した沖縄の戦
後は、戦前の日本国家による文化的同化政策や皇民化教育に対する疑念から
出発した。一般住民の犠牲者はおよそ9万4千人で、県民の四人に一人が命を
落としたと言われるこの沖縄戦はなぜ起こったのか。島尾や吉本の南島論に
は、滅亡の危機にある南島の豊饒な文化を再認識させ、その復権を図る意図
もあったのかもしれない。しかし、これだけの人命を失い、焦土と化した共同
体にとって、「日本国家」のまなざしが生んだこうした「南島論」は、「日本国家
の相対化」や「日本国家の再生」に貢献する辺境の地と内なる他者を再び日本
国家の中につくり出そうとする言説であり、結局のところ、国家の中心に座
す日本人のための言説にすぎなかった。

「南島論」と女性

ここで留意すべきは、「南島」を戦後日本の国家像を描き出す装置として説
いた者が、日本のエリート知識人であるというばかりでなく、「男性」であった
という点である。彼らは、「南島」に縄文の息吹を感じ取り、弥生において消滅
していた「母系社会」を南島の社会に夢想した。7 つまり、彼らの「南島論」にお
いて、「南島」をまなざす主体は男性だったのではなかったか。しかし、日本か
ら沖縄を訪れた女性の書き手たちの反応は、似て非なるものだった。例えば、
1979年から80年代にかけて奄美諸島から沖縄本島、波照間島、与那国島を
訪れた石牟礼道子は、島尾敏雄、ミホの夫妻や沖縄の知識人たちとの交流を
エッセイに残しているが、石牟礼が島尾の「ヤポネシア論」に共鳴しつつも、

「南島」に見出していたのは、国家や社会の原型ではなく、生命の始源だった。
「蝶」が現世と来世を結ぶ死者の魂であるという琉球や奄美の言い伝えを受け、

――？

──罫線

——EMダッシュ

——
注のEM
──罫線

4
花田俊典『沖縄はゴジラか──〈反〉・オリエ
ンタリズム / 南島 / ヤポネシア』花書院、
2006年、pp.81–82.

5
同前、p.83.

6
島尾敏雄『ヤポネシア考～島尾敏雄対談集』
葦書房、1977年、pp.216–18.

7
吉本隆明は『共同幻想論』（角川文庫、1982年）
の中で「わが南島久高島」で行われていた祭
儀「イザイホウ」に具象化される「母権」ある
いは「母制」について論じている。pp.165–68.
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石牟礼は、「綾
あやはべる

蝶」という蝶に「沖縄の魂」を重ね見て、沖縄を「ヤマトが失って
久しい民族のこころ、蝶にもなりうる始源的な、直な魂たちの今でも在る場
所」と表現している。8
水俣病に蝕まれた人々の生き様を通して、その病を生んだ「近代」に対峙し

てきた石牟礼は、「南島」にそうした近代文明の愚かさとは対照的な、聡明な
姿を見出した。石牟礼にとって、「南島」は、近代文明に抵抗する拠点として語
られた。久高島のイザイホーなど、島の女性を中心に継承されてきた祭祀を
目の当たりにした石牟礼は、「島」と「女性」と「精神性」が交差する精神文化の
領域への想像を膨らませていく。

南島の神は自分のためには語らぬようにわたしには思えていた。同じよ
うなたたずまいを見せて生きている人びとが、まだわたしのまわりにい
て、近代市民の範疇から自ら抜け落ち、精神の島嶼をつくっている。その
島嶼がわたしの内景だった。南海の神々の島が、いつもそれに重なって見
えていた。9

石牟礼はまた「都市社会においていよいよ野蛮化してゆく文明人種」とは異
なって、「心性の美しさと気品の高さ」を備えているのが島の人々であると言
い、10 「文明人種」の辿るべき道の先に南島の精神文化が存在していることを
こう述べている。

文明の諸項目にとって、たぶん最後の課題は、始源の神をたずねることに
なるのではあるまいか。人間は、文明のすべてを創り出し、統合する容れ
ものでありながら、そういう自身のうちに、かつてない深いひび割れを、
自覚せずにはおれぬ時代に入ったのかもしれぬ。11

石牟礼にとって、南島は、「近代文明」によって壊れた「人間」が、人間本来
のありようを取り戻すための場所を象徴していた。男性の知識人たちが求め
たような、戦争での敗北と同時に否定された「国家」の回復ではなく、戦争と
いう殺戮と破壊の行為をも含む近代文明の所業によって壊され、死に絶えて
いった人間への弔いと、まだ死に至らしめられていない人間存在回復への希
望を、南島の祭祀を司る神女の姿に託したのである。
吉本とほぼ同世代の女性史研究家もろさわようこも沖縄を書いた。女性史
研究へ向かった動機を「研究者になるためではなく、わが身に味わったいたみ
を原点に、女たちの生きてきた道すじを辿ることで、わが生きる道すじをも
またあきらかにしたかったから」と述べるもろさわは、12 沖縄本島から、石垣
島、与那国島、波照間島へ、「日本の最南端」を目指して実際に「島」を辿るこ
とで、彼女自身の女性としての「個」と島々を切り結ぼうと試みた。沖縄が日
本への「祖国復帰運動」で熱を帯びていた時期、「国家」や「民族」などといった

8
石牟礼道子『石牟礼道子全集・不知火』第6巻、
藤原書店、2006年、p.140.

10
同前、p.238.

9
同前、p.237.

11
同前、p.238.

12
もろさわようこ『沖縄おんな紀行～光と影』
影書房、2010年、p.162.
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言葉が「政治的次元」で使われることへの生理的な拒否反応と、日本本土から
沖縄に調査や取材の名目で乗り込んでは島の人々が大切に守ってきたものや
場所を踏みにじる「ヤマト側の人びと」の心ない行為に、同じ「ヤマト人」であ
る自らはどのように沖縄と関わるべきかという「おそれとおののき」から、な
かなか関われないでいた。13 ここでもろさわは、沖縄の人間を他者にしてしま
う「ヤマト人」である自らの立ち位置に敏感に反応している。すなわち、日本
社会では女性という他者として扱われる痛みを経験した者としての「おそれ
とおののき」だったのである。
しかし、もろさわは、実際に訪れた沖縄で、沖縄の女たちに思いがけずに迎
え入れられた。そして、島の女性たちの懐の広さに対する驚きと感動をこう
綴っている。

私は裾みじかい筒袖の着ものを、細い帯で前結びにゆわえ、ブリキのたら
いに魚や野菜をいれ、頭に頂いて悠然と道を行く活力にみちた老女の姿に
まず目を見張った。豊かに張った胸と腰、背すじ正しく外またに大地を踏
みしめてゆくそのみごとなプロポーションは、縄文期の出土品とされてい
る母神像そのものではないか！性的嗜好品として男に従属、その好みにに
あわせてつくられてきた「女らしい」まがいものとはことなった、わが労働
でくらしをにない、みずから発光体となって生ききってきた原始性豊かな
女像を、私はその老女たちの姿に重ね合わせて考えた。また、おおかたが
女たちによって商われている市

まちがー

場では、日本中世の民衆勃興を底で支えた
「わわしい女」たちのすこやかな伝統をみるおもいがした。14

吉本や島尾と同様に、沖縄の女性を縄文の母神像さながらの「原始性豊か
な女像」に重ね見ている点に、もろさわのまなざしにもオリエンタリズムが内
在していたことは否定できない。しかし、「南島」を、吉本や島尾のような男性
知識人が求めたような、日本人の自我を癒し、日本の未来を背負うような存
在ではなく、「女性」としての痛みを共有する者が力強く生を営む場所、その
ような「他者」が救われる場所であると認識していた点において、もろさわの
まなざしは、吉本や島尾とは異なっていたといえる。

「近代化」と南島の楽園

日本国家は、もろさわの出身地である信濃では多くの女工たちの労働を搾
取しながら、そして、沖縄戦では多くの島民の命を戦火で焼き尽くしながら、
そして、高度成長期時代には水俣を始めとする日本各地で多くの公害病患者
から人間らしい生を営む権利を奪いながら、近代化を果たした。しかし、近代

――？

──罫線

——EMダッシュ

——
注のEM
──罫線

13
同前、p.164.

14
同前、p.165. 引用文中の「市場」のふりがな

「まちがー」は「まちぐゎー」の誤り。
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化の進む社会の陰で犠牲を強いられるのは、常に女性、年寄り、子どもだっ
た。そのことを、石牟礼やもろさわのような女性の書き手たちは認識してい
たのである。
「南島」の前近代性に期待されたものは、自然との調和の中で人間の生命に
本来の輝きを取り戻しながら、とどまることを知らない近代化の流れの歯止
めとなる役割だった。しかし、「南島」の自然環境との関係性を重んじる精神
文化と祭祀・儀礼を通して、島々の風土と密接な関係を築きながら生きてき
た奄美・琉球諸島の土着の女性たちは、「南島」という場所とともに、時には美
化され、称揚される一方、またある時には客体化され、他者化されてきた。主
体的な声を発する機会も与えられないまま、「島」やその女性たちには、現代
に至るまで、前近代的でエキゾチックなイメージを付与され続けた。
現代沖縄の小説家、崎山多美の文学が抵抗するのは、沖縄の女性の「前近
代」性をことさら強調し、楽園としての「南島」のイメージをつくりだそうとす
るオリエンタリズムのまなざしである。沖縄を「南島の楽園」と称したのは伊
波普猷だったが、近代日本のエリート教育を受けた伊波のまなざしもまた、

「南島」の女性の前近代性を固定概念化する言説だったといえる。戦後になる
と、27年間の米軍の施政権下に置かれた沖縄は、突然の米国による植民地支
配によってもたされた「近代」と、高度経済成長期に加速する日本の「近代」を
同時に経験しながら「近代化」へと向かった。ところが、1972年に「日本本土
復帰」あるいは違和感だらけの「祖国復帰」を果たすと、沖縄は、再び日本国家
の均質化に応えていくことを余儀なくされることとなる。しかし、「南島」と
してのイメージは存続した。1975年に「沖縄国際海洋博覧会」が沖縄本島で開
催され、その後の1980年代の沖縄では、日本本土との経済格差の解消を目指
す中で「日本化」が進み、さらに1990年代になると、日本に「沖縄ブーム」が到
来した。沖縄は、改めて日本の一部に組み込まれることになる一方、その亜
熱帯の自然環境や「エキゾティック」な文化によって、日本の中の異質な他者
としての役割を演じ続けることを期待された。
沖縄文学の書き手を取り巻くこうした環境にいち早く違和感を感じ、その

空気に自らの文学で抗ったのが崎山だった。崎山は、2003年に沖縄で開催さ
れた「文学・環境学会国際シンポジウム」に登壇し、西表島出身の作家として、
おそらく「南島」の自然の豊かさや力強さについての彼女の語りを期待してい
るであろう聴衆に対し、自身の経験から「沖縄の自然は美しくない、私にとっ
てはむしろ脅威だった」という趣旨の発言をした。この発言は聴衆をやや戸
惑わせることとなったが、この発言の真意について、後にこう語っている。

現在もいっこうに改善されぬどころか、いよいよ厳しさを増す沖縄の抑
圧的政治状況に対し、それを覆い隠すように文化的経済的視野から沖縄
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ブームを巻き起こし、神秘化とリゾート化が助長され、ついには消費し尽
くされようとする表層的沖縄イメージの創出に、図らずも、沖縄に関る文
学表象が加担してしまっていることへの、私なりのささやかな抵抗の表
現であった（中略）。15

このシンポジウムには、日本本土からやってきた聴衆も多くいた。こうした
聴衆の前で語ることで、外部から自分へのオリエンタリズム的なまなざしと自
分の「シマ」を十分に意識し、まなざしの力学の中で自らの立場を交渉しよう
としたのである。
崎山は、小説家として島尾敏雄から受けた影響の存在を認めている。ただ

し、それは反発の感情を伴っていたといえる。「南島」の自然の事物を感受性
豊かに描く島尾の表現に触発されつつ、島尾の描く「南島」と自らの経験した

「シマ」との差異が次第に広がっていったことについて崎山は以下のように
語っている。

たぶん私は、現実を無化してゆく対象として作者によって巧みに選ばれ
配置された「南島的景物」が、作中に「南島的気配」をまぶしてゆく島尾的
文体の手つきにひっかかりつつ、私なりの体験からたぐり寄せた、「シマ」
という捕らえどころのない漂流物をどうにかしたくて、こそこそと小説
を書き始めていたのだろうと。一方で、日本列島の北、東北の地から、ヤ
ポネシアと島尾みずからが名付けた島々の一環としての「南島」へ、そし
て東欧の地まで広がっていった島尾敏雄の視線とは、ある意味で対極にあ
るともいえる、琉球列島の南端に近い島、西表島を出、その周辺のシマジ
マを沖縄本島中部基地の街コザの地から眺める、という視線を持たざる
をえなかった者として、その不釣り合いにねじれた立場の交錯する地点
で、それなりの触発を受けたのだろうと。16

崎山の作品で最初に活字になったのは、1979年、第５回新沖縄文学賞佳作
を受賞した短編小説「街の日に」であるが、島尾敏雄はその時、選者の一人と
してのコメントで、その作品に「文章に島の体臭とでもいうべき濃密な気配
がただよっていた」ことを指摘したという。17 その「島の体臭」という言葉に
引っかかりを感じながらも、崎山は「私自身も心情の片隅ではほめ言葉とし
て受け取ってしまっていた」ことを告白している。18 しかし、崎山は、その後

「島のにおい」の正体が、小説の中に引用された八重山の歌謡の一節に起因し
ていたのではないかと考えた。すなわち、「島の体臭」の匂い立つ彼女の小説
は、島尾によって、「島に根をもつ女性へとつながる南島的自然物、風物、そ
して島のウタ」と同様に、「島を『感受』する時の通過物」として扱われたと考え
たのである。19

15
崎山多美「空漠たる領野としての『南島』の自
然物たち～島尾敏雄の作品に触発されて」、
山里勝己、高田賢一、野田研一、高橋勤、ス
コット・スロヴィック編著『自然と文学のダ
イアローグ』、彩流社、2004年、pp.147–57. 
p.156.

16
同前、pp.151–52.

19
同前、p.155.

17
花田、p.193.

18
崎山、『自然と文学のダイアローグ』、p.154.



0 2 0

以来、私の人知れぬ文学的葛藤は、ひと言でいうなら、あの時受けた
ショックとちょっとした屈辱感からの立ち直りを賭けるものだった、と言っ
ておいてもおおげさではない。「南島」とイメージされる島々の一つに、た
またま生まれ落ち、そのエリアを脱出することもできずに過ごし（中略）こ
れからもこの場所で書いてゆかなければならないのだろう私に、この自身
の身体にとも、言葉の訛りにとも、つい引用してしまう私を取り巻く生活
環境に散らばる自然物たちにともなく、つきまとっているらしい、外部の
目から眺められるときに漂うという「島のにおい」の正体を、描くための
方法（新しい文体）を模索することで探し続けるほかはないと。20

崎山の「シマ」は、「南島」に対するオリエンタリスト的な楽園言説に回収され
ることを拒みつつ、「シマ」が近代化（日本化）する中で失ってきたもの、例え
ば島の自然の風景、言語とリズム、そして島の人々の気質を、そのシマに生を
受けた自らの「文体」で回復しようとする試みでもある。それは、「南島」に生
まれ、生活する女性のロジックで、「南島論」の背後にある近代的な主体として
の男性性を解体しようとする「文体」でもあった。

「ゆらてぃくゆりてぃく」におけるディストピアとしてのシマ

崎山が2000年に『群像』に発表した小説「ゆらてぃくゆりてぃく」は、外部
から島嶼に押し寄せる近代化の波と、そうした近代社会が「南島」へ向けるま
なざしに対する崎山の応答である。1988年の芥川賞候補にもなった「水上往
還」は、作者としては「既成の南島イメージを溶かしこみ『私のシマ』を奪回す
るために仕掛けた、文学的たくらみとしての水と闇」を意図した「私のシマ脱
出の物語」だったものが、世間には「プリミティヴな沖縄が南島の水と闇に濃密
に描写されたという文言」で認知されることになったと崎山は考えている。21 
その反応を遺憾に思い、読者の感性へ再度の接触を試みて書かれたのが「ゆ
らてぃくゆりてぃく」だった。しかし、この「追いかけても追いかけても捕え
ることのできない再生不可能なシマの物語」も、「島の神話という神秘の垂れ
幕を掛けら」る結果となったと崎山は述べている。22
「ゆらてぃくゆりてぃく」の舞台は、南の洋上に浮かぶ「保多良ジマ」という
架空の島である。「保多良ジマ」は、「ここ何十年ものあいだ」、女たちが子を
産むことがなく、したがって、戸籍簿に登録された赤子は「一人とていない」
ほど、「死にゆくばかりで新しい生命の個体を生産することがない」島で、女
性だけで執り行う島の伝統的秘祭ホタラウプナカも、途絶えてからもう数十
年間も経ってしまっている。23 この設定は、沖縄に実在し、琉球王国の聖域の

20
同前、p.155.

21
同前、p.156.

22
同前、p.156.

23
崎山多美『ゆらてぃくゆりてぃく』講談社、
2003年、pp.7–8.
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最高位で神の島と称された久高島の祭祀であるイザイホーを彷彿とさせる。
イザイホーは、12年に一度、海の彼方にあると信じられている豊饒の冥土か
ら神々を迎え、島で生まれた30歳以上の既婚女性を新しい神女として承認さ
せるための伝統的儀式であるが、久高島で生まれた30歳以上の既婚女性を神
女の有資格者とするため、過疎化の進む現代にあっては、1978年を最後に途
絶えてしまっている。
これは日本で少子化の進む今日にあっても全国一の出生率の高さを保持す
る沖縄に付与された「生殖の楽園」、あるいは「多産な島の女」といったイメー
ジとは結びつかない現実である。こうした生殖のイメージは、あくまで近代化
のプロセスで日本人が付与したものであり、沖縄社会の出生力の現実とは異
なるという点を、人口研究者の澤田佳世はこう述べている。

沖縄は、「懐かしさ」と「憧憬」の場所として、日本で「喪われし」出生率と
「古き良き」生殖への郷愁を一手に引き受ける一方、「日本一」の出生率と

いう言説の陰で、日本の全国平均同様に沖縄の出生率も低下していると
いう事実、約一五年の「遅れ」をもった低下パターンの類似性、女たちの子
産みに関する営みとそこで展開するポリティクス、および生殖の意思決定
の場でせめぎあう多様な行為主体、すなわち国際社会・国家・地域社会・
家族・男女間の権力関係は不可視化されている。24

「保多良」という島の名前の由来に伝承などはなく、島の年寄りたちの重み
のないユンタク（おしゃべり）によれば、「我シタシマや、世

シ ケ

界からホッタラかさ
れたシマやくとぅ、ホタラやあらに」（我々の島は世界からほったらかされた
島だからホタラというのではないか）という。25 すなわち、保多良ジマは近代
化の流れから取り残されて「世界」の周縁に追いやられた場所である。一見す
ると、島の秘祭や、その秘祭を守る神女の秩序、そして島の自然を描いている
点で、保多良ジマは日本国家を相対化する「南島」を表象しているようにも見
える。しかし、この小説は「再生不可能なシマの物語」である。保多良ジマは、
130人ほどの人口のすべてが80歳を超え、うち一人を除く29名の女性が「ニ
ライカナイの家」という老人養護施設で寝たきりの入居者となっている。これ
も長寿の島・沖縄にしばしば付随する元気な年長者のイメージを脱構築する
設定である。ジラー（次郎）、タラー（太郎）、サンラー（三郎）という3人の男性
の老人のユンタク、特に壮年期だった時代や、彼らと関わった、今は亡き女た
ちの記憶についての語りを中心とするこの小説は、「南島」の光ではなく闇を、
そして生命と未来を展望するユートピアではなく、積み重なる死と過去の記
憶によって立ち現れるディストピアとしての「シマ」と、そうした場所を生きる
共同体の営みを描き出す物語である。
保多良というシマのありようと価値を粛々と伝える語りの中で唯一起こった

24
澤田佳世『戦後沖縄の生殖をめぐるポリティ
クス～米軍統治下の出生力転換と女たちの
交渉』大月書店、2014年、p.11.

25
崎山多美『ゆらてぃくゆりてぃく』、p.108. 
うちなーぐち（沖縄方言）の日本語訳は全て
筆者による。
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事件とも言えるのが、日課として海岸を散歩していたジラーと、その彼の目
の前に突如として現れた「水の泡粒」の女との出会いだった。ジラーが浜で休
憩をしていた夕暮れどき、どこからともなく聞こえてきた三味線の音に合わ
せるようにはねる水の泡粒が、「もぁもぁとうごめき立ちあが」り、「無色透明
の水の像」の「オンナ」となった。26 「ホタラウプナカ」の秘祭を執り行う「根

ニームトゥ

元」
という女系の家の跡継ぎとして生まれたナビィを妻としていたジラーだった
が、そのオンナに抱き包まれたときの官能的な感触は、今は亡き妻のそれで
はないと感じる。すなわち、海水から立ち現れたこの水の「オンナ」は、ジ
ラーに肉体的な感触をもたらすことにより、視覚的な神秘性を超えて、より
現実味を帯びた官能的な実体として表されている。ニームトゥのナビィが亡
くなってからは、島の女性だけで執り行う秘祭が途絶えてきたという設定に
加え、神秘的であるはずの水のオンナに「感触」を与えてその神秘性を奪取し
ているという点でも、読み手が島の女性へ向けようとするオリエンタリスト
的なまなざしは裏切られる。
「南島」は、小説の中では美化されるどころか、グロテスクなまでのリアリズ
ムで脱構築されている。墓場のない保多良ジマでは、人が亡くなると、その遺
体は通夜の後、イカダカズラを巻きつけられて黎明の海へ流す。海の向こう
に「ニライカナイ」という神々の存在する豊饒の場所があるという沖縄の島々
のニライカナイ信仰にもとづき、水平線の向こうへと流すこの「水送り」とい
う葬送の儀式は、保多良ジマの共同体では重要な意味をもっている。しかし、
この重要な共同体の儀式は、「南島」の前近代性に付随しがちな生命力や豊饒
という概念とともに美化されることはない。その描写はむしろ、「死」の醜悪
な側面をリアルに前景化している。

屍は、やがて海面を染めはじめる朝陽に晒されつつ、波にゆられゆられ、
或るモノは隣ジマとの境界域あたりに横たわる海溝の水底深く沈んでしま
うが、すっかり沈みきるには重量の足りないオンナ子供病人などは、いっ
たん沖へ流されはするものの、海溝を少し越えたところでゆるく渦をつく
り保多良ジマの北海岸へ向けて逆流する潮の流れに巻きこまれて、再びシ
マに巡り遷る。ぶよぶよにふやけた遺骸は魚などのエジキとなり、目玉を
抉り抜かれ、手足の一方が失くなったりする、というムザンな姿で海岸に
辿り着く。そのまま浜辺にうち捨てられ干あがり風化するうち、骨の髄ま
で砂にまみれてしまう、のだそうだ。27

保多良では、亡骸から抜け出た魂は四十九日に成仏するのではなく「水に
溶け」、死後も「ヒトダマとなって永遠に水の中に漂うだけ」であるという。28 
巻きつけられたイカダカズラの力によって「水との交感」を果たした「死者のタ
マシイ」は、その蔓草の作用によって「空中へ離散する」こともなく、ただ水の

26
同前、pp.14–15.

28
同前、p.6.

27
同前、p.5.
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中をたゆたう。29 その水送りの伝統を継承し続けてきた結果として「保多良周
辺の海域はヒトダマが居場所を求めてひしめきおしあいへしあいする」よう
になり、挙げ句の果てには「保多良ジマの数キロ四方海域の海水は、ヒトダマ
の成分でもうすぐ飽和状態になるはずだ」という科学的推論まで出る始末で
ある。30 ジラーの前に姿を現した妖艶な水のオンナは、覇気のないシマの男た
ちに代わってあくせく働いた結果、男より寿命を短くしてしまったシマの女
たちのヒトダマが飽和状態になるほど溶け込んだ水によって具現化した「ホタ
ラ女」の姿だったといえる。
「生まれ落ちた場所を離れてしまってはとても生きてなどゆけぬ、とかたく
信じこんでいる者ばかりなので、よほどの事情がないかぎりみずからの意志で
シマを出てゆく者は一人たりとていない」と表される保多良ビトの性質は、31 
死んで「タマシイ」となっても保多良ジマから離れることがない。シマの女た
ちの霊魂の集団に囲い込まれ、島の外部との関係を持たないまま、島の中で
命を終え、死んでも無惨な姿でまた島の周辺をたゆたう魂となるというのが、
保多良ビトと保多良ジマという場所との関係である。実在の島々が「南島論」
の脚色を受けて「楽園」というフィクションと化す一方、架空の場所として設定
された保多良ジマの方が、生命を回復する場所ではなく、生命が死と親和的
な関係にあるグロテスクな循環をよりリアルに示しているといえる。言い換
えれば、「ゆらてぃくゆりてぃく」で、保多良ジマというディストピア、あるい
は「追いかけても追いかけても再生不可能な島」を描くことは、崎山にとって
は「南島論」に回収されない「私のシマ」を「奪回」する上で必然的な表現手法
だったといえる。

「ムイアニ由来記」と忘却

崎山の文学において、「私のシマ」を「奪回」するもうひとつの方法は、記憶
を「奪回」することである。近代によって失われたと表現しても過言ではない

「シマ」の記憶を、崎山はあえて「喪失」ではなく「忘却」の状態にあるものとし
て理解しようとする。つまり、それは元となる存在が失われたわけではなく、
確かに存在しているはずのものが、何らかの力によって忘却の淵に追いやら
れているという理解である。その「シマ」の記憶を取り戻すために、同時に忘
却の底から救い出されなくてはならないのが、シマの言葉、すなわちそれぞ
れの島の言語である。西表島で生まれ、その後、石垣島や宮古島を転々とし
た崎山は、それぞれの島には独特の語彙とリズムを持ったシマコトバ（シマク
トゥバ）があること、そして、それぞれの島のシマコトバが、近代化の波にさ
らわれそうになる島を元の場所へ引き戻す力となって作用することを身体で

30
同前、p.6.

29
同前、p.100.

31
同前、p.6.
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経験していた。ただし、注意すべきは、崎山は自らの作品の中で正統な沖縄
語なるものを表現することは意図すらしていないという点である。彼女自身
が「『シマコトバかきまぜ文体』の実験作」と称するように、32  崎山の「シマコ
トバ」は島々のコトバを混淆させて造られた、崎山の創造物である。そして、
この実験的文体を以て試みられているのは、再び、彼女にとっての「私のシマ」
を取り戻すための文体と、経験を超えた記憶の模索である。

1999年に発表された「ムイアニ由来記」も、そうした記憶域にも留まってい
ない記憶を思い出すことを迫られた30代半ばの女性を主人公とする物語であ
る。物語は、ある日を境に、彼女の耳に突然「ムイアニ」という声の幻聴が聞こ
えるようになったところから始まる。「男か女か、子供か若者か年寄りか」も
はっきりしないが「それでいていやに親しみのこもった湿りのある声」の主も
突き止められないまま、主人公はそれ以来「奇妙な習慣」すなわち、日に数回

「ムイアニ」と呼ぶ声が聞こえるようになる。33

それでも、わけも分からぬままにそうなってしまうと、そのコトバを自
分の中から消し去ろうとすることの困難がこれからわたしの悩みのタネ
になるであろうことが予想された。そこで、どっちみち悩みつづけるしか
ないのであれば、コトバを忘却することに時間を費やすより、思いきって
ムイアニというものの探索に出かけることの方が、把われを解く賢明な
やり方ではないか。そうわたしは考えることにしたのだ。34

夜中に知らない女から電話があったのはその頃だった。主人公はその女の
ことを知らない（あるいは思い出せない）でいるが、女はどうやら主人公のこ
とを知っているようで、電話でも本題から切り出す。主人公は女と会う「約
束」になっているらしいのである。主人公を入れて5人の女性が会う約束に
なっているという。戸惑う主人公を全く意に介さず、結局、女が主人公を迎え
に来ることとなるが、その時に抽出しの中に入れておいた茶封筒の中の写真
を忘れないようにと忠告される。全く理解できないまま抽出しを探すと、写
真は確かにそこにあり、中の写真には知らない赤ん坊が写っていた。しかし、
その赤ん坊の顔を眺めるうちに、主人公はその赤ん坊の写真は自分が撮った
ことを思い出す。
車で迎えに来たのは電話の女ではなく、主人公と会うことになっていた女

性の一人で50代と思しき風貌だった。連れて行かれた約束の場所は「不可解
な場所」だったが、同時に「不思議ななつかしさ」もある木立の中の一軒家だっ
た。35 そこには見知らぬ白髪の老婆が、もはや危篤かと思われるほど弱った姿
で病床に伏していた。会った記憶もないその老婆に対し、主人公はなぜか済
まないという気持ちになり、来るのが遅くなって申し訳ないと謝った。

32
崎山、『自然と文学のダイアローグ』、p.156.

33
崎山『ムイアニ由来記』砂子屋書房、1999年、
p.8.

34
同前、p.9.

35
同前、p.36.
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「阿ン母、ごめん、忘れてたのよ、わたし、今の今まで。何てことだろうね、
本当に・・・。」   
そう言わざるをえない心情におし流された。老婆を、阿

ア

ン母
ナ

、と呼び掛け
る自分の中に暖かなものが流れ出す。すっかり忘れてしまっていた者の面
影に、思いがけなく出くわしたという驚き、あるいは、忘れてはならぬも
のをあえて忘れようとしていたことへの罪悪感と、それを許してもらいた
いという希いにわたしは押し出されていたのだった。36

電話で主人公に「シマコトバ」で話しかけるよう、電話に出た女に指図した
のもその老婆だった。老婆曰く、「突発性局部的記憶喪失症」を患っている主
人公は、37 「毎日まいにち標準語に汚染された世間に暮らしていて」、38 「シマ
コトバ」で話しかけてやる必要があったというのである。また、老婆に謝罪す
るコトバと「阿ン母」というコトバを発した瞬間に暖かなものが流れ出すのを
感じる感覚は、「阿ン母」というコトバの音と、コトバの持つ物質性によって、
それまで主人公と老婆の間には存在しなかった「関係」が作り出されたことを
示唆している。
物語が進むにつれて、写真の赤ん坊を産んだのは、他でもなく自分である

ことが明らかになる。しかし、主人公にはその記憶がない。

果たしてこれは本当にわたしの現実なのか。そもそも子を産した事実を
女が認めるというのは、どういうことか。一般的なそれには肉体、精神と
もに縫合の隙のない深い亀裂を伴うものであるはず。その亀裂の深さが
分身を産みだした体を女たちに意識させ、産み落とされたものの現実的
存在がその意識をより自覚的ならしめるものであろうのに、その辺のい
きさつを埋める記憶をわたしは持たない。そのことをどう考えればよい
のか。39

この小説では二つの記憶の忘却が問題になっている。一つは「ムイアニ」と
いう言葉と声をめぐる記憶で、もう一つは子供を産んだのが他でもないその
主人公の女性だという事実をめぐる記憶である。これらの記憶が不可解に交
差するのが、主人公がいよいよ自分の子と対面しようとする物語の最後の場
面である。「五十女」に「あんたが呼びさえすれば、あのこはすぐにもこっちに
駆けてくるよ」と言われ、子供の名前がわからない主人公は戸惑う。40 しかし、
女は解答を与えるのではなく、主人公自身が五年前につけてあげた名前だと
いうことだけ言い、主人公を家の中庭に背中を押し出した。41

深い闇のトンネルだ。短く刈り取られた雑草が土の冷たい感触の合間に足
裏を刺した。（中略）わたしを誘う連鎖音に耳を澄ませる。それはしだいに

36
同前、p.40.

37
同前、p.49.

38
同前、p.42.

39
同前、p.67.

40
同前、p.81.

41
同前、p.82.
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膨らみ押し寄せるようになる。思わずその方へ手を伸ばした。音のつらな
りの渦から樹々のトンネルを突き抜ける高らかな声を、その時わたしは
聴いたのだ。ムぅイぃアぁニぃー、という。42

「ムイアニ」というのは子どもの名前だった。しかし、この最後の場面では、
主人公はこの名を「呼ばれたのか呼んだのか」判然としていない。43 「ムイア
ニ」は「杜阿仁」を指すのか「守姉」を指すのかもわからないまま、「耳にとどい
たその震える音声の木霊」にもう一度、「ムイアニー」と応え、愛しい者に対面
するために木立へ向かって駆けていったのである。44
この物語には、子を産んだにもかかわらず、その身体的な記憶さえ持たな
い主人公が、「ムイアニ」という名前（＝言葉）の音声を発することで、その身
体感覚と記憶を取り戻そうとする過程が描かれている。五十女が「この人に
してみれば、それを呼び掛けたそのときから、コトが始まる」と言うが、45 すな
わち、この物語の主人公のような女性にとって、近代化の流れの中でもはや

「懐かしいもの」という感覚とともに忘却されてきた、産む性としての「母」の
身体性を回復するためには、島の土着の言語の「音」が、「母」の身体と自然と
の一体感のうちに再生されなくてはならない。これが「ムイアニ」の名を叫ぶ
という行為の意味である。物語の中で「ムイアニ」は、家を囲む木立の中で母
親を待つ存在として描かれている。「ムイアニ」という名前のもつシマコトバ
の響きは、母と子を結びつけると考えれば、女性にとってシマコトバは、その
島の自然の中に潜む、わが身を削って産んだ分身のような存在との親密な交
感を可能にする言語であるといえる。

おわりに

島嶼共同体にも近代化の影響が波及し、過疎化が進むにつれて、久高島の
イザイホーのような祭祀儀礼に見られるように、儀式の執行を担うべき女性
が不在となる共同体も少なくない。沖縄や奄美の島々も、このまま「ゆらてぃ
くゆりてぃく」の保多良ジマのように、覇気のない高齢男性だけが残された島
嶼共同体となるのだろうか。1991年発表の崎山の短編小説「シマ籠る」は、新
しい世代の女性が新しい方法で共同体を存続させていく可能性をテーマとす
る小説である。小説では、隣の島の出身者であっても他所者を厳しく寄せつ
けない島嶼共同体に、長崎から移り住んできたトキという登場人物が、病に冒
されて余命幾許もない身体を奮い立たせながら、息子のかつての婚約者で
あった高子に、キツガン祭で奉納するイニノゥリ節という伝統舞踊を教授しよ
うとする。トキと同様に島にとって他所者である高子は、最初はトキの願いに

42
同前、p.82.

43
同前、p.82.

44
同前、p.82.

45
同前、p.82.
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戸惑うものの、次第にその思いに共鳴し、彼女のために演舞を全うすること
を決意する。島に生まれた人間でさえ、島に留まらない時代、島嶼共同体の
存続は、個々の人間の結びつき方にかかっていることをこの小説は示唆して
いる。他所者のトキを島に留めるものが、かつて想いを寄せた、今は亡き島の
男性の思いであるならば、高子をその島へ招き寄せたものは、その死者の思
いを聞き届けたトキの女性としての生きざまであると考えられる。「シマ籠
る」には、死者の声を聞き、その思いを共有することによって、外部の人間を
許容していく女性の力が描かれている。
崎山は、沖縄が日本に復帰した直後、1974年から1977年までに八重山の

島々を渡り歩き、それらの島々で、様々な島々に「根」をもつ多様な人々と出
会った経験が、自らの現在に繋がっていると述べている。46  他所者として島々
の共同体を移動したその経験によって、崎山は「故郷」と呼べる所在や言語を
持ち得ていない。しかし、崎山がその文学を通して「奪回」しよとする「シマ」
は、「故郷」とは異なる、存在の土台としての場所である。崎山は「どんな意味
においても、人はその環境と遺伝的な拘束からある意味で逃れられるはずの
ない」存在であり、「現代の只中に生きる私達が何か見始めようとする時、既
存の制度なり文化なりがあって、あったものを信じるにせよ、疑うにせよ、そ
れらはその地点で出発の土台と成り得る」と述べている。47 奄美・琉球諸島を
めぐる様々な「南島論」が、「南島」の現実に身を置き、生き抜いてきた表現者
たちを置き去りにして構築されてきた言説であることは否めない。しかし、

「南島」という既存の言説が崎山の文学表現の「出発の土台」となっていると考
えたとき、「シマ」を想像し、構築し、「奪回」しようとする崎山の文学が、それ
までに表象され、論じられてきた「南島」とは異なる方向へと漕ぎ出している
ことは間違いないように思われる。

※本稿は、琉球大学国際沖縄研究所の研究プロジェクト「自律型島嶼社会の創生に向けた〈島
嶼地域科学〉の体系化」の成果として名古屋大学「アジアの中の日本文化」研究センターシンポ
ジウム「文化に媒介された環境問題/ Culturally Mediated Environmental Issues in East Asia」

（2016年7月30‒31日）で口頭発表した草稿を加除修正したものである。

46
崎山多美『コトバの生まれる場所』砂子屋書
房、2004年、p.144. また、2016年11月20日
に行われた熊本大学文学部主催「『島』をめぐ
る新たなアプローチ～地域・移動・多言語性」
での講演でもそのことに言及している。

47
同前、p.148.




