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0. はじめに

第二次世界大戦の敗戦によって、日本の勢力範囲にあった「外地」、つまり、台湾・朝鮮・満洲・
関東州・サハリン・千島列島・南洋諸島に居住していた300万人を上回る日本人たちが引揚
げてきた。この引揚げについては、彼らが敗戦以前の各地域でおくった生活の様子や引揚時
の過酷な状況についてのオーラルヒストリー、引揚げ関係史料の整理、引揚者文学研究、エ
リート層引揚者の戦後の公的な活動についてまとめた研究など、多分野に渡って枚挙に暇が
ないほどの研究蓄積がある。そして、内地に引揚げた後の一般の引揚者の生活に着目する研
究も、近年になって着手され始めており、島村恭則編『引揚者の戦後』（関西学院大学先端
社会研究所、2013年）や藤井和子「引揚者をめぐる排除と包摂 : 戦後日本における「もう一
つの『他者』問題」（『関西学院大学先端社会研究所紀要』11号、2014年）などに成果がみえる。
例えば藤井氏は、朝鮮から両親の郷里である長崎県に引揚げ、戦後開拓が行われた同県内

の開拓村に入植した引揚者へのライフヒストリーをまとめるなかで、「引揚者の中でも若い
世代は、地元特有の方言、ふるまい、生活習慣、考え方などを身につけていないこともあり、
周囲からは異質な他者として排除のまなざしが向けられることが強かった。」1と、外地で生
活した若い世代が引揚げ先の地域文化一般に関する知識を持っておらず、それが彼らが戦後
社会に参与していくなかでの困難につながったことに触れている。このことは、決して長崎
でのケースに限らず、広く引揚者が抱えた問題のひとつだったと考えられるのではないか。
近代以降の「日本語」・「国語」による紐帯の多層性をとらえるグループ研究において、筆

者は、「シマグチ」とよばれ、区分としては琉球語に包括される地域語を持つ奄美群島出身
者（または両親が奄美群島出身者）で日本統治期の台湾で生活した経験のある者、つまり「奄
美出身台湾引揚者」をインフォーマントとして、聞き取り調査を遂行してきた。周縁として
位置づけられてきた奄美という地域にルーツをもつ者のなかで、特に外地に居住した経験の
ある引揚者に突きつけられたことばによる紐帯は、具体的にどのような問題をはらんだのか。
「内地」以上に国語の推進が焦点化された外地に居住した奄美出身者は、その外地で、また
引揚げ後、米軍政下の奄美や内地の各居住地で、どのような言語経験をしたのか。この点を
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重視しながら聞き取り調査を行った。
本稿は、こうした聞き取り調査の結果を整理し、特に引き揚げ当時に若年層だった人々が
戦後社会へ参与するにあたって直面した問題を考えるための試みとして、彼らの言語経験を
とらえていくことを目的とする。

1. 奄美から台湾への人的移動

まず、近代における奄美から台湾への人的移動とそれに関する研究の現状について、簡単
に説明しておきたい。
明治から大正期の爆発的人口増加 と地域内産業の零細性という問題を抱えた奄美群島か
らは、人口流出が途絶えることはなかった。特に、1920年代からは阪神地方を目指し、工業
地帯で就労する男性や紡績女工として働く女性が非常に多く、そのままこの地域に定住する
者も少なくなかった2。よって、奄美群島からの人的移動をテーマにした研究は、この阪神
地域がフィールドの中心である。他方、同じ時期に行われた外地への移動については、長い
間、研究の俎上にあがることがなかった。
そもそも、奄美群島からの渡台者は、台湾総督府や鹿児島県などの大きな統計資料には表

れず、大島郡の統計書をいくつか突き合わせてもなお、全ての年度の明確な実数を掴むこと
は難しい。しかし、各旧村の調査書を通覧すると、地域によって偏りは見られるものの外
地への人的移動のなかでは渡台者が圧倒的多数だったことが看取された3。現存する1929～
1938年『大島郡勢要覧』所収の統計より作成したグラフは以下のとおりである。

各年『大島郡勢要覧』より作成4

2	 『奄美ほこらしゃ』（和眞一郎著、奄美を語る会編、南方新社　2005年）によれば、奄美在住人口が約13万人だっ
た2005年当時、阪神地域居住の奄美群島出身者（及び二世・三世ら）は200,000人と推定されている。

3	 これについては、拙稿「大島農学校をめぐる人的移動についての試考」（『日本語・日本学研究』vol.3、東京外国
語大学国際日本研究センター、2013年）にまとめた。

4	 拙稿「奄美調査報告　日本統治期台湾に居住経験を持つ奄美出身者とそのことばについて」（『〈紐帯としての日
本語〉』（2011-2013年度　科学研究費補助金（基盤研究 (B)）　研究成果報告書　課題番号：23310176、研究代表者：
野本京子）58頁より転用。
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5	 前掲の拙稿「大島農学校をめぐる人的移動についての試考」において、『芝田義則史料』についての明確な情報
と筆者のアクセス時の史料の状態についての説明が不足していたため、ここに改めて記す。本史料は、徳之島出
身で大島農学校卒業後、大島郡の農会職員を経て大島支庁の農政に深く関わった芝田義則氏が私蔵していた史料
群で、遺族より当該機関に寄贈されたものである。雑誌、新聞のスクラップの類から学生時代の試験答案やノート、
大島支庁時代にあたった仕事に関する文書に至るまで幅広い史料が含まれており、貴重な研究資料といえるもの
もみられる。筆者は、当該機関による整理と簡単なリスト作成が済んだ状態の史料を閲覧した。

6	 「茶封筒①（総曾出席ニ関スル件）」芝田義則史料　奄美市博物館所蔵

奄美の近代史をとらえるにあたって、台湾への人的移動は等閑視できない現象であること
が理解できよう。にもかかわらず、この移動が研究主題としてとりあげられなかったのは、
容易には明確化されない統計実数の問題だけでなく、有用な史料に関する情報が未整備であ
ることも一因といえる。筆者は、奄美市博物館が所蔵している『芝田義則史料』5に含まれ
ている、これまで取り上げられることのなかった1931年の大島農学校同窓会及総会への出席
に関する回答一覧6の記載事項から、当時台湾に居住していた大島農学校出身者が多かった
ことを確認し、公的な統計を補完する史料として拙稿で紹介したが、このような微細で具体
的な統計や記録を積み重ねていく作業は、これからも地道に行われる必要がある。
同様に、奄美出身台湾引揚者への聞き取りも、研究蓄積はないに等しい。筆者のインフォー

マントが筆者以外から聞き取り調査を受けたケースは1例（後に書籍化）、自分史として台
湾時代の記憶を文章化しているケースが2例あった（うち1例が同人誌に発表）が、他につ
いては家族にも台湾時代の生活に関する詳細を話すことはあまりなかったようである。イン
フォーマントたちが高齢化してきている現状をふまえれば、彼らの経験や記憶を残す作業は
火急に進められるべきといえよう。

2. 奄美出身台湾引揚者のことばに関する証言 

上述したように、奄美では多くの人々が仕事を求めて故郷を離れた経験を持つ。奄美から
内地へ移住した人々や出稼ぎに出た人々の経験は、「シマグチを話すと馬鹿にされる」、「標
準語を話せないと仕事先で困る」といった言説として持ち帰られ、戦後も長く奄美のシマグ
チ排斥が続く一因であったことが、前田達朗「「経験」としての移民とことば――「奄美人」
とシマグチを事例として」（『ことばと社会』12号、三元社、2010年）で明らかにされている。
では、奄美出身台湾引揚者は台湾で、また引揚げ後、米軍占領下の奄美や「内地」の居住地
でどのような言語経験をしたのだろうか。
インフォーマントは8名で、今回は全員が奄美大島または加計呂麻島出身か両親が両島い

ずれか出身の湾生（日本統治期台湾で生まれた日本人を指す呼称）に限定された。各イン
フォーマントの性別、生年、渡台の経緯や引揚げ後の居住地といった簡単な概要は、以下の
とおりである。
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性別 生年 出生地 渡台年 台湾での居住地 渡台の経緯 引揚年 引揚先

A 女 1913 奄美 1933 苗栗 在台の製糖会社勤務の奄美
出身男性と結婚 1947 奄美

B 男 1922 奄美 1937 台北 高等小学校卒業後に台湾の
夜間学校に進学 1941 福岡

C 女 1927 サイパン 1931 高雄 父が高雄州の郡役所に転職 1947 奄美
D 女 1932 台湾 湾生 嘉義 湾生　父が農学校教員 1946 鹿児島
E 男 1934 台湾 湾生 台北 湾生　父が警察官 1946 奄美
F 女 1935 台湾 湾生 台中 湾生　父が警察官 1946 奄美
G 男 1937 奄美 1939 嘉義 湾生　父が製糖会社勤務 1946 奄美
H 男 1940 台湾 湾生 花蓮港 湾生　父が公学校勤務 1946 鹿児島

＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

2-1. 近代の奄美における標準語指導
最高齢である Aは、高等小学校卒業後に大阪で紡績工場に勤めていた。その後、島に戻っ

て家事手伝いをしていたが、1933年頃、奄美出身で台湾の製糖会社に勤務していた男性と結
婚するために渡台している。夫婦の会話はシマグチを使っていたとの証言を得たが、それ以
外の言語生活については詳細な記憶をもっておらず、深く話を聞くことはかなわなかった。

Bは、高等小学校卒業後の1937年、おばに連れられて沖縄経由で渡台している。兄やいと
こが既に台湾で就職しており、自身も進学するために渡台することは始めから決めていたと
いう。いとこ宅に下宿し、総督府で給仕をしながら台北第二商業学校に通った。渡台初期に
ことばの問題がなかったかを問うと多くを語らなかったが、

台湾に行って日本語が使えるようになった。最初はまぁそういうあれがあったですね。
だけど、あとはもうぴしゃっと標準語を使うようになってですね。うん。

（B、2011年8月7日インタビュー）

との返答を得ている。Bが初等教育を受けた昭和初期の奄美では、ハスンゲルンの「昭和
期の奄美における標準語教育の実態」（『平成19年度　加計呂麻方言調査報告書』2007年）に
あるように、校庭でマラソンをさせられたりバケツを持たされたりするなどの体罰を伴った
標準語教育が行われていた。他にも方言札など沖縄同様の方策がとられていたことが、西村
浩子 「奄美諸島における昭和期の「標準語」教育―方言禁止から方言尊重へ―」（『松山東雲
女子大学人文学部紀要』6号、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学、1998年）などで明ら
かにされており、当時の奄美で初等教育を受けた者にとって、標準語指導は体罰やシマグチ
の使用禁止とともに思い起こされる記憶といえるのである。
国語、標準語と呼ばれた統一言語の推進は、戦前から学校教育を中心に標準語指導の名で
全国的に展開されていた。内地では、その活動は各地域によって温度差があったが、鹿児島
県は非常に積極的に取り組んだ地域のひとつだった。教員の手引きとなる指導書である『鹿
児島県話言葉指導書』（鹿児島県話言葉改善委員会、1943年）を刊行したり、年単位で20名
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ほどの訓導を東京の各学校に派遣して「きれいなことば」を習得させながら研究会を行わせ
て帰県後の指導に活かしたり、精力的な活動の痕跡がみえる。こうした動きは、1944年に奄
美の各学校が作成した標準語指導の取り組みに関する報告書からも看取される7。また、訓
導の東京派遣は戦時体制に入ったことで2度しか行われなかったが、1942年に行われた第1

回の派遣者17名のうち、奄美からも古仁屋国民学校の訓導嘉本文夫が赤羽国民学校に派遣
されていた8。奄美は鹿児島県の一地域として、県の方針による標準語指導の下にあったと
いうことが明言できよう。しかし、このような学校教育を通じた標準語指導は、実際のとこ
ろ徹底していたとはいえない。標準語とはなんなのかを、現場の教員たちが探しながら進め
てきた指導であったことが指摘されている通り、そもそも到達点としての標準語の具体的ビ
ジョンがあったとはいいきれないものだったからである9。だからこそ、国語・標準語によ
る紐帯が図られながらも、各地域のことばによる紐帯も保持され続けていた。

Bは「台湾に行って日本語が使えるようになった」という語りの後、島での小学校時代に
は標準語指導はなかったのかとの問いに「あった」と回答したため、島にいるときには標準
語は話せなかったのかと更に質問を重ねたが、この問いには直接答えずに、台湾で生活した
後に軍隊に入ると他地域出身でなまりのひどい人間がいたが、自分はそういう人々とは違っ
てきちんと標準語を話せたというエピソードを語った。明確なことばにすることはなかった
が、つまり彼は台湾に渡るまでは標準語を使っていなかったのだろう。これは Bが渡台し
た1937年頃までの奄美の言語社会は、地域語であるシマグチによって紐帯されていたことを
示す証言といえる。
また、この当時の奄美の言語社会については、Cによる証言も記しておきたい。幼稚園か

ら女学校を卒業して就職した年まで台湾に居住していた Cは、父親が軍属にとられて不在
となった数ヶ月間だけ一家で台湾を離れ、母親の郷里であった奄美大島南部で過ごし、当地
の尋常小学校に通学した経験を持つ。そのときに驚いたのが、他の児童たちが話すことばで
あったという。

おともだちの話すことばはね、初めて聞いたことば。今ではシマグチってわかりますけ
ど、話しかけてくれるけど全然わからない。私たちなんかは台湾で生活をしておりまし
たでしょう。しばらくいるうちにわかるようになりましたけど、初めは全然。

（C、2012年8月6日インタビュー）

Cが一時的に転入した学校では、授業中以外はみなシマグチを使っていたという。台湾で
生活をしていた Cはシマグチを理解できず、初めは同級生と会話することが難しかったこ

7	 この報告書は、「話言葉普及徹底ニ関スル件　大島教育会」と表紙に明記されて一綴りになっており、奄美大島
教育会館に所蔵されている。

8	 吉嶺勉「鹿児島県国語教育のあゆみ（戦前）」『鹿児島県国語教育』第7号、鹿児島県国語教育研究会、1958年）、
18頁

9	 鹿児島県の事例について、前田達朗「鹿児島県の国語教育における標準語 /方言イデオロギー――戦中の「指導書」
と戦後の教育雑誌をてがかりとして――」（『日本語・日本学研究第3号』、東京外国語大学国際日本研究センター、
2013年）がまとめている。
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とを記憶していた。
以上のように、1930年代後半から40年代にかけて、奄美での標準語指導は行われてはいた
ものの、地域で共有されたシマグチの存在は依然として非常に大きかったことがわかる。
そしてここで取り上げた証言から言及したい点はもうひとつある。言語学的に琉球語に包
括されるシマグチは他地域出身者には容易にはわかりにくいことばであったということや島
差別というまなざしが存在したことなどの、奄美をとりまく事情をふまえてもなお、生まれ
育った各地域から他地域の都市部に出て行き、自身が保持してきた地域語と都市部で話さ
れることばとの相異を体感したといえる Bの経験自体は、日本各地の地方出身者の経験の
類型と考えられ、必ずしも奄美出身であるがゆえの特異なものとは言い切れない。むしろ C

の語りが示す、初等教育を外地で受けた引揚者による、内地の各地域出身者とは異なる言語
経験にある種の特異性をみることができるのではないか。そこで、当該インフォーマント C 

から H の6名を台湾引揚若年層と捉え、彼らから得た語りに着目してみたい。

2-2. 近代の台湾における統一言語による紐帯
外地においては、異民族への包摂と排除を深めるため、統一言語の推進が内地以上に焦点
化されてきたことは改めて説明するまでもないだろう。しかし、それは在台した日本人を均
質的に統合するためにも使われていたことは指摘しておかねばならない。
日本統治初期の台湾において日本人初等教育に深く関わった新井博次は、在台日本人が「各

府県人ノ集合ナルコト」に起因する問題として、当該期の台湾社会に内地各地の方言が混在
したことを挙げている。1901年、国語学校第二附属学校（日本人のための初等教育機関）の
児童は「学校在籍ノ生徒ノ如キモ、殆ント各県人ヲ網羅シ、之レナキハ唯青森群馬ノ二県ノ
ミ」であり、次のような状況が生みだされた。

地方ニヨリ方言ヲ異ニスルヨリ起ルノ困難ニシテ、師弟ノ間ハ勿論、生徒相互ノ間ニ於
テモ、意志疎通ノ上ニ一方ナラヌ不便ヲ生シ、殊ニ奥羽ノ北部及ヒ九州ノ南部ノ児童ハ、
口ヲ開ケハ他ノ児童ノ笑ヲ博スルコトアルヲ以テ巳ムヲ得ズ、言ヒタキコトモ成ルヘク
沈黙ヲ守ルノ弊アリテ、教授上ノ管理ノ上ニ於テ、常ニ隔靴掻痒ノ憾ナクンハアラズ
（新井博次「本島に於ける内地児童教育の特徴」『台湾教育会雑誌』1号、1901年、68頁）

内地においては、これほどの各地方出身者が同じ教室で授業を受けることは考え難い。教
師と児童の間において意思疎通に不便があれば、平常の授業を円滑に進めることは不可能に
近かったであろうし、児童全員に授業内容を理解させるにはかなりの時間を要したと考えら
れる。国語は日本人の精神的血液だと唱えた上田万年の『国語のため』が出版されたのは領
台した年と同じ1895年であった10が、まさにこうした思想を以て国語を通して行われた国民
統合は進められ、異民族を包摂して均質化された日本人の創出が図られたのである。そして
新井が発表したような台湾での日本人教育の状況を鑑みれば、日本人に対する国語による国
家への回収も、台湾では内地以上に焦点化されたとみえる。

10	 上田万年『国語のため』冨山房、1895年

引揚者をめぐることばの紐帯について―奄美出身台湾引揚若年層を中心とした聞き取り調査報告―：高嶋朋子
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Cから Gの5名のインフォーマントは台湾で小学校に入学している。それぞれ父親の職
によって官舎や社宅住まいをしていたことがわかっており、Cは郡役所の社宅、Dは農業学
校の教員宿舎、E、Fはともに警察官舎、Gは製糖会社の社宅に居住していた。都市部の大
きな学校に通学していたのは C、D、Eで、対照的な地方の小さな学校に通学したのが F、G

である。Hは小学校入学の前年に敗戦をむかえて引揚げたが、それまでは台湾東部の教員宿
舎に住んでいた。この6名への聞き取りで共通して得た回答に、シマグチの存在を知らなかっ
たというものがある。Fは、両親が聞いたことのないことばで会話していたため、それはど
このことばなのかと問うたが、はぐらかされて教えてもらえなかったことを覚えていたが、
それ以外の5名は両親がシマグチで会話をしていた記憶がない。Cは前述の通り、一時帰島
中にシマグチの存在を知ったが数ヶ月の滞在ではシマグチを話せるようにまではならず、そ
の後台湾に戻ってからも両親によるシマグチの会話を耳にしたことはなかったと振り返って
いる。

（両親が家庭で使うのは）日本語ばっかり。方言なんてひとことも使ったことなかった
から、方言全然しらなかったもんね。

（D、2011年8月6日インタビュー）

と回想したり、

他の日本人の方言も聞かなかった。佐賀の先生いたけど佐賀弁なんか使ってなかったよ。
（D、2011年8月6日インタビュー）

東北の青森だったか秋田だったかのご家族がいて、近所にね、名前は忘れてしまった
けど。親しくしてたんですよ。でも、そんな東北のことばなんて聞いたこともなかった
し、気が付きもしなかったんですよね。

（C、2012年8月6日インタビュー）

と、シマグチだけでなく他地域の方言についても耳にした記憶がないと語っている。こう
した証言をみると、上掲の新井が指摘した領台当初の方言混在問題は、昭和期に入るともは
や顕在化していないようにみえる。しかしそれは、公学校教師だった川見駒太郎による「台
湾の方言」と題された文章における記述から、更に考察を加えることができる。この文章が
発表された1935年当時、台湾では「台湾の方言」すなわち台湾で徐々に形作られた独自の「比
較的標準語に近い言葉」が使用されているという。こうしたことばが発生した理由は他外地
同様に各府県からの人々が集住しているので、意思疎通を円滑にするためということが第一
義であるが、ほかにも、

方言使用者は内地の田舎者であると軽蔑視されることを恐れ、努めて標準語を使用す
るが為である

（川見駒太郎「台湾の方言」『台湾教育』393号、台湾教育会、1935年　103頁）
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という理由も付記されている。そして更に、川見は以下の様な見解を述べる。

けれども幼少時期をその郷里に生活し、方言訛言を根強く植え付けられた中年以上の人
達は、どうしてもその地方語から抜け切らないので、二言三言会話すれば大抵何地方出
身の人か想像がつく。ところが其の子弟で、幼時台湾に渡つたか、台湾で生まれたとい
う青少年は殆んどお国訛から解放せられて、ドスエもズーズーも聞くこともできない位
標準語に近い言葉を使ひこなしている。

（前掲、川見「台湾の方言」、103頁）

インフォーマントたちのように、台湾で生まれ育ったか幼少期に渡台した者は、内地の各
地域文化一般についての知識を有していなかった。台湾社会のなかで創出されていく「標準
語に近い言葉」へのアクセス以外、具体的及び積極的に各地域の方言に触れるのは難しかっ
たといえるだろう。しかし成人してから渡台した人々は、例えば、奄美出身者の複数の在台
同郷会が集って、宴を催しシマ唄を楽しんだり、シマグチで語り合ったという報告が同郷会
メディア『奄美大島』11に散見されるように、それぞれの出身地の方言や文化を保持してい
たことがわかる。しかし、こうした地方色は「恥ずべきもの」として排除される空気が広がっ
ていたのである。
では、「標準語に近い言葉」とは具体的に何を指すのか。この台湾でつかわれている「標

準語に近い言葉」は、(1)日本語の方言が一般化されたもの、(2)新しく作られた単語、(3)

台湾語が翻訳されずにそのまま使用されたもの、(4)台湾語を直訳したもの、(5)日本語と台
湾語に共通する語の5つのカテゴリーに分類されるという。例えば、（1）のカテゴライズに
注目してみる。

台湾は全国各地の人々の集合地帯ではあるが、その中で比較的多数を占めているのは九
州人である。そこで九州地方の方言が全般的に使用されるようになつたのである。

（前掲、川見「台湾の方言」、104頁）

1935年の『国勢調査結果表』（台湾総督官房臨時国勢調査部編、1937年）によれば、在台
日本人270,000余人のうち、東日本出身者は73,000人弱、西日本出身者は197,000人余と、圧
倒的に西日本出身者が多かった。中でも九州は、鹿児島が約34,000人、熊本が約29,000人、
福岡が約16,000人と、上位3県を締めている。そこで、絶対数の多い九州出身者が共有する
方言に含まれる単語の意味や文法的特徴などが、一定の地位を得て反映されたというのであ
る。このような現象は、簡月真著・真田信治監修『台湾に渡った日本語の現在―リンガフラ
ンカとしての姿―』（明治書院、2011年）などでも指摘されているが、インフォーマント E

の証言からも明らかである。Eが台北で小学生だった頃、東京から来た転校生が「ラジオか
ら聞こえてくるようなことば」を話すため、みんなで笑ってからかったことがあった。

11	 奄美出身の同郷者のための雑誌。1925年創刊。1927年7月号より『奄美』と改称され、1944年まで発行された。

引揚者をめぐることばの紐帯について―奄美出身台湾引揚若年層を中心とした聞き取り調査報告―：高嶋朋子



日本語・日本学研究第 5号（2015） 21

それはつまり、自分達が話していたことばはラジオから流れてくるような正しい標準語
じゃなかったんですよ。台湾で特定の地域の方言を聞いたことがあるかというと、そう
いうおぼえはないんだが、標準語みたいなことばだけど標準語じゃないことばをみんな
しゃべってたですね。

（E、2013年3月12日インタビュー）

インフォーマント Cから Hの世代が台湾で習得したことばは、川見のいう「標準語に近
い言葉」である「台湾の方言」であった。D、F、G、Hは Eのような具体的なエピソード
はなかったが、自分たちのことばがいわゆる標準語とはちがう「台湾標準語みたいなことば」
（F、2014年2月24日インタビュー）であったという認識をもっていた。彼らはこの「標準語
に近い言葉」によって紐帯された台湾の日本人社会に参与していたといえるのである。
但し、「台湾に行って日本語が使えるようになった」と語った Bもこの「標準語に近い言葉」

を習得したと考えられるが、本人からはこうした点についての証言は得られなかった。また
Cは、自身が台湾で習得したことばをきれいな標準語だと自認しており、個人レベルでの言
語観の相異が見られる。これは引揚後の言語経験などとの連関性があるのではないかと考え
られる。

2-3. 引揚げ後にみることばの紐帯
奄美出身引揚者には鹿児島市で数ヶ月の足止めをされた者が多い。日本から行政分離され
アメリカの統治下に置かれる範囲が確定するまで、沖縄県と北緯30度以南の鹿児島県に本籍
を持つものは鹿児島港周辺や旧飛行場などに作られた引揚者宿舎での生活を余儀なくされた
からである12。インフォーマントらの証言によれば、宿舎での食糧事情や衛生状態は悪く、
なんとか親戚や知り合いを頼って宿舎を出る人々が多かったという。また、生活のために衣
服の修繕や海産物を仕入れて販売するなどの一時的な仕事をする者も少なくなかったとい
う。学齢期の子どもたちは、鹿児島市内の学校に通った者もいるが、差別的な呼称で呼ばれ
たり侮蔑的態度をとられたりしたことで、次第に登校するのをやめてしまう子どもも多く、
各島に引揚げるまでの厳しい生活があったことがわかる。
インフォーマント E、F、Gの3名は、奄美への引揚げが完了した後、現地の学校に転校した。

Eは、転校後の言語生活について、初めはシマグチを理解できなかったが、そのうちだんだ
んわかるようになって、流暢とはいえないまでも友達同士で会話するぐらいのシマグチを使
えるようになったと述べている。また、Gは、

そのころのね、学校の先生は、教育方針としては、学校では島の言葉は一切認めない。
もし学校で使ったらゴツンってやられる。山羊の餌当番とか、鶏の餌当番とかもね。で

12	 沖縄、吐噶喇、奄美へ直接戻れず鹿児島市内で一時的居住あるいは定住した引揚者とその集住地については、本
山謙二「鹿児島のシマ」（鹿児島県地方自治研究所編『奄美戦後史　揺れる奄美、変容の諸相』、南方新社、2005年）
に詳しい。
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も、休み時間とかみんなで遊ぶでしょう。そうするとね、たちまちわからなくなるわけ
ですよ。みんなシマグチを使うから。だれも教えてくれなくて、シマグチができないか
ら意地悪をするんですよな。それもなんといっているのかはわからないわけだけれども、
いやなことをいわれてるのはわかるからね。だんだん、集落の行事とか生活なんかの遊
びのなかで、シマグチを覚えていってね、わかるようになっていったんだけんど。

（G、2012年2月19日インタビュー）

と語った。また Gは、集落にいた県外から嫁いできた女性が上手にシマグチを話すのを
見て、どのように学べばよいのか尋ねに行ったこともあるという。この証言集は、戦後、軍
政期の奄美においても戦前同様の標準語指導が行われていたことを示唆しつつ、地域社会に
おけるシマグチの重要性を示している。言い換えれば、この頃もシマグチは「わるいことば」
として排斥される対象であり、「きれいなことば」である標準語が励行される渦中であった。
にもかかわらず、Eと Gの証言からは、「きれいなことば」しか話せない台湾引揚げ児童は、
懸命に「わるいことば」であるシマグチを覚えることで、島のこども社会に参与していった
ことがわかるのである。また、彼らの話す「きれいなことば」は、厳密には台湾社会を紐帯
していた「標準語に近い言葉」であったが、周囲からはこの両者の違いが指摘されることは
全くなかった。

Fは、引揚げ後に通った小学校で男子生徒から「あらくだりやまとっちゅ」と呼ばれたこ
とを覚えている。これは「新下大和人」と漢字書きできるが、近世に使われたことばで薩摩
から新しく島にやってきた役人を指す呼称である。Fがシマグチを解さず、台湾で使ってい
た標準語しか話せなかったことをからかったということであろう。Fは父親からシマグチを
話すことを禁じられたのである。

友達と話すようなシマグチは覚えられるわけですよね、だんだん。一緒に遊んでいくな
かで。まぁ上手に使えるかどうかはともかく、理解できるわけよね。でもね、父にした
らね、こういうんですよ。同級生なんかと使うシマグチを目上の人に話したら失礼だか
ら、きちんとシマグチの敬語を覚えるのは難しいから、そこまで覚えられないのだから
使うのはやめなさいとね、そういわれたのよね。

（F、2013年3月3日インタビュー）

就職で台湾に出るまでは奄美で育ちシマグチを使える Fの父親は、シマグチの複雑な敬
語は学習して体得するのは難しいため、公的な場では自分が使えることばを使って失礼のな
いようにするように、と指導したのである。シマグチの待遇表現（敬語）の体系は年齢と社
会的階層の組み合わせによって構成されるため、非常に複雑であったと現在でもいわれてい
るが、その全容は明らかになっておらず、また実際いつごろまでこの体系が維持されていた
かもわかっていない。例えば、1937年に出版された北村力馬編『奄美大島語案内』（復刻版
国書刊行会、1975年）には敬語について詳細を解説した項目は見あたらず、他の史料からも
シマグチの待遇表現の変遷を明らかにするのは非常に難しいといえる。ただ、シマグチによっ
て紐帯された社会がこうした言説を継承してきたという事実がある。ことばそのものだけで

引揚者をめぐることばの紐帯について―奄美出身台湾引揚若年層を中心とした聞き取り調査報告―：高嶋朋子



日本語・日本学研究第 5号（2015） 23

なく、ことばをめぐる共通認識もまたシマグチによって紐帯された社会のものなのである。
以上の証言から、戦後すぐの米軍政下の奄美では、シマグチを知らない引揚者がシマグチ
によって紐帯された地域社会に参与するにあたっては大きな壁があったことが示されるが、
これは、本稿の「はじめに」で取り上げた藤井氏が長崎県での例をあげて提示した、若年層
の引揚者が戦後社会に参与するにあたっての問題と同種のものだといえよう。

19歳で引揚げた Cは母と父を亡くし、兄弟を養うために農業から焼酎づくりまでいろい
ろな仕事をしたが、1952年から小学校教員になった。「台湾育ちでことばがきれいだったか
ら」、読み聞かせやことばの指導を任されたことがあったという 。そして自身はシマグチを
聞いて理解することはできるようになったが、話せるようにはならなかったと語った。

弟なんかはね、台湾は小学校までいましたけどね、（シマグチを）もう、すぐ覚えまし
たよ。べらべらべらべらね。だけどね、私は今でも、あの、聞くのはわかりますよ、で
も上手にあんなに話しきらん。教員になってから家庭訪問なんかにいくでしょう。する
とね、おばあさんしかいないお宅なんかではね、そのおばあさんがすまなそうにされる
んですよ。日本語がわからないからって。だから、シマグチは聞いてわかりますから大
丈夫ですよ、シマグチで話してくださいっていうんだけど、あまり話してくれなかった。

（C、2011年8月1日インタビュー）

Cは、引揚後に周りの人々から、台湾で教育を受けたから「きれいなことば」を話せるの
だと称されたと語っており、こうした経験によって、台湾で話されていたことばは「標準語
に近い言葉」ではなく「正しい標準語」だったという自認が補強されているようにみえた。
自身が任されたことばの指導についても、児童がいずれ就職や進学する際に、

標準語ですらすらと話ができないから、ついつい引っ込み思案になってだめになって
帰ってくる。だから、日本に行ってすらすらお話ができるためには、学校では標準語で
暮らさないと教育にならないってことを職員会で言われましたよ

（C、2011年8月1日インタビュー）

と高い必要性があったことを自負している。しかし、一方で、先掲したシマグチを聞いて
理解できるだけでは受け入れてもらえなかったという経験を語った後に続けて、以下の様な
思いを吐露してもいる。

父と母のように島を好きな人はいないんですよ。そして、（台湾にいるころ）島はもう
宝の島みたいなこと話すんだけど、方言があるっちゃしらんかったです。なんでことば
のことを教えてくれなかったかっち思う、本当に。

（C、2011年8月1日インタビュー）

米軍政下の奄美では、物的資源はもちろん人的資源の新たな供給を群島外に求めることは
困難を極めた。こうした歴史的社会事情をふまえれば、少なくとも1953年までの数年間にお
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いては、奄美における若年層の引揚者は、シマグチを解せないある種の「他者」として存在
し、シマグチとどのように向き合うかを自らに問うことで、戦後社会へ参与を進めていった
といえるのではないか。

3. むすびにかえて 

本聞き取り調査によって、1930年代ごろから1953年の日本復帰13前後までの奄美において
は、国語や標準語ということばによる紐帯が強いられたことだけでなく、当時の地域社会を
形成する人々を紐帯したシマグチということばの存在が大きかったということが、浮かび上
がってきた。そして、日本統治下の台湾における「標準語に近い言葉」による紐帯を経験し
た奄美出身台湾引揚若年層にとっては、引揚後にそのシマグチによる紐帯とどのように向き
合うかが、戦後社会への参与に直接的につながっていったことが確認できた。しかし、この
ふたつのことばによる紐帯が及ぼす影響は必ずしも画一的ではなく、各人の来歴や立場に
よって、または時々の場によって異なった。Gは、「日本語も中途半端、シマグチも中途半
端だから自分が何語を話しているのか。よく考えたら何語でもなくてなんだかいろんなこと
ばの寄せ集めなんでしょうね」と語っていた。こうした証言からは、ことばによる紐帯が幾
重にも連なって存在していることがみえてくる。
そして、本調査を奄美におけることばの紐帯をとらえる研究として発展的に継続させるた
めには、1950～70年代における奄美の言語社会を明らかにしていく必要がある。E、Fは成
人後、復帰してすぐの頃に奄美で教職に就いた。米軍政下では、奄美群島居住者のなかだけ
で教員を供給してきたが、復帰後に鹿児島県下の他地域から奄美に教員が赴任するようなる
と、戦後、標準語指導から「共通語」指導へと名を変えて熱心に活動してきた鹿児島県の国
語教員を中心とした研究会や児童用共通語学習教材及び教師用指導書の作成などといった活
動の一部が、奄美へと持ち込まれていくのである。Eは放送の担当教員だったため、共通語
によるラジオ劇などの作成にも取り組んだ。Fは、シマグチを話してはいけないと指導した
ことについて振り返ると複雑な思いが湧くと語ったことがある。まずは、Eや Fの教え子に
あたる世代が受けた奄美での共通語指導の実態について調査を進展させることで、奄美にお
けることばの紐帯の変遷を探ることができると考えられる。
また、本調査の対象であった引揚者をめぐる研究として継続させる意味では、フィールド
を奄美に限定することなく、鹿児島県全体の引揚若年層を中心とした聞き取り調査に広げる
必要がある。上述したような戦後の鹿児島県の共通語指導活動の背景には、薩隅方言のアク
セントやイントネーションにおける「特殊性」の自認があったと指摘されている。つまり、
前田達朗、原田大樹が触れているように、教員たちも児童たち同様に鹿児島方言話者であり、
共通語指導にあたるためには彼ら自身も共通語を「学ぶ」必要に迫られていた。それは「共
通語指導」が推進される反面、薩隅方言を仲介とする社会的つながりが、失することなく強

13	 1945年9月2日以来米軍政下に置かれていた奄美群島は、1953年12月24日に日米間の復帰協定が調印され、翌25日
に日本へ「復帰」した。
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固に存在していたことの証左といえよう。こうした状況下において、戦後に出現した薩隅方
言話者ではない「外地」生まれ・育ちの引揚げ児童は、ある種の異質な存在となった蓋然性
が高い。例えば、また、1950年代、「共通語指導」が徹底されたとみなされた「模範的」学
校の状況示す際に、方言を使う児童が少ないため引揚者が多い学校だと勘違いされたという
エピソードが引き合いに出されている。14また、父親の仕事の関係で引揚げ先が鹿児島県本
土であった Hは、鹿児島で入学した小学校での共通語指導について以下のように回想して
いた。

みんなは方言をうっかりしゃべって方言札をかけられとるわけな。でも自分は薩摩の
方言なんかわからなかったわけだ。標準語っていうか台湾で使っていたことばな。それ
しかしゃべれんから。それを使ってしゃべっとったら、方言使わないから偉いなんて表
彰されて。でも自分は引揚げだから、方言使わないんじゃなくて使えんかったのに。

（H、2014年11月17日インタビュー）

こうした証言から垣間見える、戦後社会において引揚若年層が地域言語と直面することで
抱えた迷いや戸惑いは、とりもなおさず引揚者の戦後社会への参与をめぐる問題である。当
該事項への調査は、着手され始めた一般引揚者の生活に着目する研究の一分野を担う視角を
以て進められる必要があるといえよう。
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This paper presents the findings of an interview survey conducted as part of group research 

into the multiple binding effects of Japanese as an official, national language in modern times. The in-

terviewees were either native Amamian themselves or had parents who were native Amamian. All are 

so-called “Amamian Repatriates from Taiwan” (奄美出身台湾引揚者 ), having resided in Taiwan 

during the period of Japanese colonial rule.

What sorts of practical linguistic issues have arisen for those with roots in the Amami islands, 

which have been treated as a peripheral region of Japan, and particularly for repatriates who have had 

the experience of living outside of Japan? What have been their linguistic experiences of their time in 

the “gaichi” (外地：outer territories), where the Japanese language was promoted even more vigor-

ously than in the “naichi”（ 内 地：mainland）?  Following repatriation, what were their linguistic 

experiences of different regions of the “naichi” or in Amami under American military control? These 

were the main issues explored in the survey. 

Two of the eight interviewees had undergone elementary education in Amami, and their stories 

are a guide to understanding the facts about the standard Japanese education in the islands. The other 

six interviewees had undergone elementary education in Taiwan, or were “Wansei” ( 湾 生：Japa-

nese born in Taiwan). Their stories show us two linguistic bonds. The first was the “language close 

to standard Japanese” they spoke in Taiwan; this bond was broken with Japan’s defeat in the Second 

World War. The second was formed by the regional “dialect” each interviewee came into contact with 

through their participation in Japanese society following their repatriation. Considering interviewees’ 
personal experiences and the social context of the period can help provide an insight into the issues 

faced by young repatriates emerging into post-war Japanese society.

“Language as a Bond” for Repatriates
―focusing on young Amamian repatriates from Taiwan―

Tomoko TAKASHIMA
（Tokyo University of Foreign Studies）
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