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抜粋でございます。少し現代風に句読点を

打ったり、言い換えたりしている部分もあ

りますが、基本的には大田の文章そのまま

でございます。ご参照いただければと存じ

ます。

明治 とい う時 代背 景

最初に前置きを申し上げておく必要があ

ると思います。沖縄では、大田は、琉球新

報の創設メンバーであり、長い間沖縄の言

論界をリードしてきた人物であるにも拘ら

ず、評判は決してよくないようであります。

『太田朝敷選集』という比屋根照夫先生と伊

佐真一先生がおまとめになった資料集に付

加されている解説論文で、伊佐先生は「太

田については日本への没主体的な同化、皇

民化を煽動し、ひいては沖縄戦への悲劇に

繋がる思想的根源である」という評価が定

説化しているというふうに指摘しておられ

ます。しかし、大田朝敷と沖縄戦を繋いで

しまうというこの評価は、どう考えても理

屈に合わないと思います。それはむしろ八

つ当たりのような感じがしないでもないの

です。

明治維新以来、国家のためであれば一身

を省みるべきではないという意識は、日本

帝国の全体を覆っておりました。まさに列

強の軍事的対立が世界を支配していた19世

紀後半以降の時期には、そういう意識は日

本だけではなく世界中どこにもあったわけ

であります。そういう一般的な意識を駆り

立てて、多くの日本人（つまり、ヤマトン

チュとウチナーンチュ）を戦争に向かわせ

たのは国家の政策であります。そして沖縄

戦が地上戦になってしまったのは、日本帝

国の戦争政策が破綻したからであります。

もしも、オリンピック作戦という、米軍の

日本本土上陸作戦が予定通り実施されてい

れば、地上戦の惨劇はもっともっと大きな

規模で、日本全土を覆ったはずです。

さらにヤマトへの同化が大田の専売特許

のように言う言い方も、事実とはだいぶ違っ

ております。当時の知識人の中で、同化の

必要性を否定した人物はいないはずであり

ます。沖縄学の祖といわれる伊波普猷が語っ

た「日琉同祖論」も、結論の部分では同化

論につながるのです。

沖縄が日本帝国の中に組み込まれてしまっ

て、ここから脱出する可能性が全くないと

いう事態の中で、日本の一地方としての沖

縄がヤマトの中心部分と大きくかけ離れた

風俗習慣を維持することが、沖縄のために

なるかというと、そうはならないのは、誰

が考えても当たり前の話であります。

当時の沖縄人が、言語・風俗・習慣にお

いてヤマト人と違っているという理由だけ

で、まるで野蛮人でもあるかのように蔑ま

れるということは、確かに明治時代の沖縄

では日常的だったのです。例えばこれは大

田が書いているのですが、那覇の市場で田

舎から出てきた農民が屋台を広げていると、

その屋台の広げ方がけしからんということ

で、鹿児島出身の警官がそれを足蹴にする、

ぶん殴る、というのは日常茶飯事であった

というふうに書いてあります。

帝国から離脱は不可能

そういうことに我慢できない、指導的立
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場にあった知識人たちは、「では帝国から離

脱する」と言うかというと、それはできな

いわけですから、そうすると、積極的にヤ

マト文化を取り入れるしかない、というこ

とだったわけです。「ヤマト風のものが俺は

気に入らない。だから、ヤマト風になる必

要はない」という知識人がもしもいたとす

れば、それこそ無責任の極みであります。

それは知識人としての社会的責任を果たし

ていないことになります。ですから、沖縄

がこうむった悲劇と結び付けて考えられる

べきなのは、大田ではないと思います。そ

れはおそらく今でも何らかの形で続いてい

る、ヤマト政府の沖縄に対する何らかの差

別的な取り扱いであろうと思います。

当時の明治帝国の差別的政策を転換させ

るためにはどうすればいいか、ということ

が、大田の最大の課題でした。それは伊波

普猷にとっても同じことだったのです。た

だし大田は伊波と違って、一生沖縄から離

れませんでしたし、沖縄の建て直しのため

に政治や経済の実践活動に参加して自分の

手を汚すことを厭いませんでした。

彼は、確かに体制変革を求める勇ましい

社会運動家でもなく、民主主義者でもあり

ませんでしたが、自己の信念に基づいて、

沖縄と沖縄人が、他県とヤマト人に対して

対等な位置を占めるための進路を、示し続

けた言論人でありました。また、そういう

言論活動をすることで、真のエリートとし

ての役割を果たした人物であったと思いま

す。これが今回与えていただいた機会に、

皆様にお伝えしたいと思っていることでご

ざいます。

福 澤 諭 吉 の 影 響

では、私がいただいた時間は決して長く

はありませんので、本論に入らせていただ

きます。お手元の刷り物の方に、大田朝敷

の略歴をご紹介しております。明治維新の3

年前の１８６５年、琉球国の年号で言えば

尚泰王１８年でありますが、そこで生まれ

ております。子どもの頃は漢学の素養を積

んでおったようで、四書五経の素読なども

やっていたと書いてあります。その後、よ

ほど優秀だったのでしょう、県費留学生と

して選ばれて学習院へ入学しております。

これは謝花昇と一緒です。この時に明治天

皇に拝謁しております。明治１８年に学習

院を中退して、当時福澤諭吉がやっており

ました慶応義塾の正科に編入学をします。

しかし、彼は生まれてすぐ親戚に養子にや

られるのですが、その養父が亡くなって、

養母から「帰って来い」と矢のような催促

を受けて、一旦帰郷します。沖縄本島、あ

るいは、その近くの島でサーターヤー（砂

糖小屋）の釜炊きをやっておったようです。

翌明治２０年、沖縄県知事の斡旋で再び慶

応義塾の理財科（現在の経済学科）へ復学

しております。福澤諭吉は、当時、時事新

報を主宰しており、三田演説会に自分で登

壇しておったわけですけれども、その福澤

のそばで活躍振りに接したうえで、明治

２６年に琉球新報の設立に参加しておりま

す。それで、大正９年まで琉球新報をリー

ドし続けたわけですけれども、どうも実質

的オーナーであった尚順男爵と対立したの

でしょう、琉球新報を追われるようにして
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去ります。その後、もうひとつ新聞（沖縄

時事新報）を作るのですが、これがあっと

いう間に潰れますので、しばらく新聞界か

ら撤退し、おかみさんと一緒に旅館（南陽

旅館）を経営しておりました。しかし、旅

館の経営はかみさんの方に全部任せっきり

であったようです。それで、自分はもっぱ

ら文筆活動に専念致しまして、当時すでに

深刻化しはじめていたソテツ（蘇鉄）地獄

の中で、沖縄の建て直しをどうするかを模

索する論考をあちこちの新聞社に出したり、

あるいは自分が琉球新報時代にコネクショ

ンを作っておった中央政府の担当者、ある

いは大臣、大臣経験者というようなところ

に接触をしていたようであります。この時

期に首里の市会議員を務めたりしているわ

けです。

昭和４年になって、尚順が琉球新報から

離れたところで、琉球新報の社長に迎えら

れます。同じ年に首里市長にも就任するの

ですが、この時に彼が言ったのは「ただで

さえ金のない沖縄人から、これ以上、金を

取るわけにはいかない。俺は社長で給料を

貰っている」ということで、首里市長の報

酬を全額返納しているわけです。それで４

年間タダで努めまして、４年後にもういっ

ぺん市長に推挙されるのですが、それを辞

退して、あとは執筆活動に専念いたします。

昭和１３年まで彼はずっと小さな借家暮

らしでありました。自分のものには一切お

金を突っ込まないという主義を徹底してお

りました。周りの連中が見かねて、土地と

家を彼にプレゼントをするわけです。写真

で見る限りでは一棟のそんな大きな家では

ありません。彼はそこで半年後の11月に病

気で亡くなります。亡くなる寸前まで出社

して原稿を書いておったようであります。

見事な、まさに戦死を遂げたという感じが

いたします。

真の エリ ート の自 覚

もうひとつのお断りですが、大田は５０

歳代の後半になって、署名の仕方を、それ

までの「大田」から「太田」に変えます。

琉球新報社は今月２０日に新社屋の中に新

聞博物館を開館されるそうです。これは日

本で3番目、地方紙では2社目だというふう

にお伺いしておりますが、その中では大田

は『太田』の方に統一されております。比

屋根先生がおまとめになった選集の方でも

『太田』になっております。しかし戸籍上は、

彼は『大田』のままです。

実は、大正７年以降の『琉球新報』は散

逸しておりまして手に入りません。それで

大田がなぜ名前を変えたのか分からないの

です。これはもう追っかけようがないので

す。ですから、今、研究者がどちらのオオ

タで表記するかは、どちらかというと大田

の思想に関わる問題というよりは、大田の

像をどう思いたいかという、書き手の好み

に関わるようになっているようであります

ので、もしも「なぜお前は大田の方にして

いるのか」とお尋ねになるのであれば、時

間が残れば最後にお話しますけれども、大

田の仕事そのものをどうみるか、というこ

とにはあまり関係がないというふうに思い

ます。

先ほど、大田は真のエリートであったと

申し上げました。こういうふうに言うと、
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「じゃあ、お前の言う真のエリートと何か」

とお尋ねになるかも知れません。偽物のエ

リートというのがいるわけではないでしょ

うけれども、彼はエリートらしいエリート

だったと申し上げたいのです。

では、エリートと何か。私が大田がエリー

トだったという時のエリートは、「自らの見

識に基づいて、社会を指導する人物」とい

うような意味であります。ですから、それ

は社会の現実から遠くにいるような、いわ

ば安全地帯からものを言うような軟弱な知

識人ではダメでありまして、そういう意味

では大学の教員なんていうのは、ほとんど

ダメなのであります。

開高健という作家がおりました。彼は、

ベトナム戦争の時に従軍記者としてアメリ

カ軍に従軍致しまして、待ち伏せ攻撃を受

けながら九死に一生を得て帰ってきたとい

う、タフな男であります。彼はそういう軟

弱な知識人のことを「ソファに座りながら、

おちょぼ口で紅茶をすすりながら革命を論

じるような輩だ」というふうに、徹底的に

悪口を言うわけです。言われてみますと二

の句が次げません。そういう軟弱な知識人

の私が、エリートとは何かを語るのはちょっ

と気が引けますので、大田自身の文章をご

紹介することにいたします。

大田はエリートのことを「人士」という

ふうに表現しております。お手元のペーパー

に「沖縄人士」の記事をご紹介しておりま

す。これは明治４４年３月の記事でありま

して、当時、彼は４７歳、まさにやる気満々

といいますか、気力・体力共に満ち溢れて

いた頃のものです。彼が人士としての、つ

まりエリートとしての、自分の姿勢を宣言

しているのは、この記事の最後の部分であ
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ります。ちょっと読み上げさせていただき

ます。

『沖縄人士たるものは、よくよく県民の

価値を認識して、自重自尊、日本の真ん中

に出ても恥じないまでに発展させる覚悟が

第一だ。我が輩は自ら、本県人民を植民地

の土人同様にみなすことは、どうあっても

できない。本県はどこまでも五十万県民の

手で開発したい。言を換えて言えば、五十

万人民とともに文明の恵沢を分かちたい。

ゆえに、五十万県民の福利を増進すべき経

営ならば何事でも協賛するが、五十万県民

の不利不益はどこまでも防遏する。簡単に

いえば、利害得失毀誉褒貶ともに、県民と

ともにするが、即ち、沖縄人士たる者の本

分である。我が輩は、愚夫愚婦に向かって、

土人とかヂキ人とか言われるのを聞いても、

自分の顔に唾を吐きかけられた気がする』

この記事には、エリートであるための条

件が織り込まれております。それは、第一

にエリートとしての役割と責任を自覚して

いることであります。第二に、高い理想、

あるいは高い誇りと言ってもいいかもしれ

ませんが、それに裏付けられた目標を掲げ

て、それを見失わないことである。第三に

その目標に接近するために、現状において

最も有効な手段を選ぶことをためらわない

ということであります。

沖縄 が取 るべ き方 針

もう少し続けさせていただきますと、こ

の記事の最初で、彼は、沖縄はどうすれば

よいかと自問いたしまして、やるべきこと

は山ほどあるけれども、さしあたり我が沖

縄人士が取るべき方針ははっきりしている。

それは他県同様にすることだと言っており

ます。

彼はそういう理由を説明して、本県民は

国民としての義務においては、納税にして

も兵役にしても他府県と少しも甲乙はない。

それなのに代議権、つまり代議士を送り出

す権利を与えられていないし、自治にも限

定がつけられているといいます。こういう

差別的扱いを受けるのは、風俗習慣が随分

違っているだけでなく、実力が乏しいから

だと大田は言います。

どれほど乏しいかというと、ヤマトの

４０何県中、最も貧弱な地方と比較しても

なお数段の差があると。だから朝鮮・台湾・

樺太などで内地と言えば我が沖縄もそのう

ちに含んでいるわけだけれども、他府県人

の目ではどうしても他地方同様には見てく

れない。琉球人と言えば劣等の人種のよう

に冷遇される。そのために、本県人は他府

県に行って琉球人と称するのを恥じるよう

な傾きさえある、というのです。

しかし沖縄人にもともと能力がないはず

がない、と大田は強調します。一般の目か

らみて劣るような感がするのは、境遇と教

育の違いによるものだと。その証拠に他府

県の連中でも長い間ここに居れば、一般の

沖縄人と同じように（これは彼の言葉です）

「どことなく間が抜ける」ではないかと言っ

ております(笑)。それはちょっと問題です

が…。

沖縄人が沖縄人であることを恥じるとい

う事態が、大田にとって有り得べからざる
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ことだったのは言うまでもありません。「そ

んなバカなことがなくなるためには、他府

県並みの扱いを受けるようにならなければ

いけない。

そうするためには、風俗習慣を他府県並

みにするだけでなく、他府県並みの実力を

つけないといけない。それをしないで沖縄

人はヤマト民族だと主張しても始まらん」

というわけであります。大田は言います。－

「人類学者や歴史家などが、本県人はヤマト

民族と同系とかそうでないとかという議論

をしているけれども、そんなことはどうで

もいいのだ。日本人の中にはシナ系もいれ

ば朝鮮系もたくさんいるではないか。それ

でも彼らはれっきとした日本人で通ってい

る。だから沖縄人種たるものは、よくよく

県民の価値を認識して自尊自重して、日本

の真ん中に出ても恥じないように沖縄を発

展させなければいけないんだ」というわけ

であります。

エリートとしてやらなければならないこ

とは、沖縄人がヤマト民族かどうかと論じ

ることではなく、そんなことは問題になら

ないところまで沖縄を発展させることだと

いうわけであります。これが彼の目的です。

あせ りと 現実 的手 段

では、どうやったらそういうことが可能

になるかというのが、次の問題になります。

具体的でしかも現実的な手段を提示できな

ければ、高い目標を掲げても全く意味がご

ざいません。それにしても、この目標が今

日においても未だ容易ではなく、まして戦

前の沖縄においていかに難しいものであっ

たか。ここにご列席の皆様には、もはやこ

れ以上ご説明するまでもないと思います。

あえてそのように困難な目標を掲げさせ

た理想とは、言ってみれば、かつて３世紀

にわたって薩摩の支配を受け、さらには日

本帝国の中に強制的に組み込まれてしまっ

た沖縄人が、沖縄人であるということに誇

りを持って生きられるようにするというこ

とでありました。同化と経済発展はそのた

めの手段でありましたが、経済発展にはず

いぶん手間暇がかかります。大田が「さし

あたり…」と言ったように、とりあえずや

れることは言語・風俗・習慣をヤマトに合

わせるということだったのです。

ここで、大田が戦後の沖縄で完全に誤解

されるようになった講演のことを、お話し

ておく必要があります。言わずと知れた

『くしゃみ論』であります。

これは日清戦争から５年経った明治３３

年の「女子教育と沖縄県」と題する講演の

筆記録でして、このころ大田は３６歳で、

それまで３年間は東京駐在におりましたの

で、そこから戻ってきたばかりで、まさに

張り切ってバリバリだったわけです。

清国を敗北させた日本は、まさに現人神

としての天皇の威信の下で急速に近代化を

進めておりました。その中心である東京で

３年間暮らして、そこでの生活と全く違う

沖縄の光景を改めて目の前にして、大田が

かなり焦りを感じていたのは間違いないよ

うでございます。彼はこの講演の中で、女

子教育について触れて、女子教育の普及率

というのは文化のバロメーターだと言いま

す。つまり当時、女子の教育というのは最

もないがしろにされていた部分です。女子
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の教育をやるというのは、もう他のことは

全部やって他にやることがなくなってから、

やるということでありましたので、女子教

育が進んでいるということは、他のことは

全部できているということだったわけです。

ところが女子教育の普及率は、沖縄は全

国最低であります。それは「まことにお恥

ずかしい次第」だと彼は言います。その上

で彼は例の有名な文句を吐くわけです。

『沖縄今日の急務は何であるかといえば、

一から十まで他府県に似せることでありま

す。極端に言えば、クシャミすることまで

他府県のとおりにするということでありま

す』

この発言に、「満場相顧みて苦笑する」と

いうコメントまでついておりますけれども、

この聴衆の眠気を覚ますような爆弾発言の

せいで、この演説は「くしゃみ論」と呼ば

れるようになります。大田自身はこの言い

回しが好きなようでして、何回かくり返し

てあちこちで言っているものですから、よ

けいまずかったわけです。口は災いの元で

ございまして、「クシャミの仕方もヤマト風

に」ということが大田の思想を全て集約す

る、というふうに見られてしまいました。

もちろん大田の真意は別にあります。こ

の発言に続いて、彼はそうせざるを得ない

理由を説明しているのですが、そこはみん

な忘れてしまっているのです。彼に代わっ

て彼の説明を読み上げますと、こういうこ

とであります。

『沖縄は全国の１００分の１くらいしか

ない地方でありますから、それくらいの勢

力では、到底従来の風習を維持していくこ

とはできない。維持ができないものとすれ

ば、我から進んで同化するか、または自然

の勢いにまかすか、取るべき道はこの二つ

であります。すなわち、積極的にやるか消

極的にやるかの二つでございます。もし消

極的に同化させようとすれば、優勝劣敗の

法則に支配されて、幾多の不利を感じなけ

ればならぬようになります。大木の下にあ

る小木が成長しないのと同様な理屈であり

ますから、こういう場合には、むしろ人為

でも（小木を）引き延ばして、大木に圧倒

させぬように致さなければならないと思い

ます』

彼はさらに具体例を挙げて説明していま

す。彼は、東京から帰って来る途中で、鹿

児島の船着場で久米村の婦人を見るわけで

す。彼はその話をします。

『久米村の婦人が二十人ばかり一かたま

りになって立っているのを見ましたが、当

地では眼になれて何とも思いませんが、彼

の地では、私でさえよほど目につきました。

いわんや他府県の人々の目でこれを見れば、

よほど異様の感じが起こるであろうと思い

ます。本県を他府県同様にするには、まず

本県人の頭から内地という観念を取り除け

てしまうことは勿論（これは、コンプレッ

クスを外すということです）他府県人の頭

からも琉球という観念を取り除けてしまわ

なければならないのに、こういう有様では、

琉球人は一種特別の集団と見られるのは、

いつまでも免れないと思います』
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沖縄がヤマト各県と対等な扱いを受ける

ようになるには、二つのことが必要だとい

うことになります。沖縄人がヤマトに対す

るコンプレックスを捨てて、沖縄人として

の誇りを持つことが一つ。もう一つは、ヤ

マト人に沖縄人は異様な人間たちだと思わ

せないこと。この二番目の条件を満たすた

めには、言語・風俗・習慣をヤマトと一致

させるのが早手回しなんだと、彼は言った

わけであります。

解決 策は 経済 的実 力

しかしその後、大田は同化をあまり口に

しないようになります。その代わり彼が力

説するのは、経済的実力の増強であります。

それは、ある程度沖縄がヤマト化されて、

大田の目から見ても、沖縄の光景も沖縄人

の外見も、ヤマトに比べて異様なものでは

なくなったからでしょうけれども、それ以

外に、帝国政府の経済政策が沖縄にとって、

特に過酷なものになっていったということ

もあります。むしろそちらの方が、はるか

に深刻であります。

日清戦争に勝った日本帝国は、さらなる

勢力拡大をめざして日露戦争に向かって突

進していきます。そのための費用を調達す

るために、大規模な増税政策を打ち出すよ

うになります。その増税の中に、酒税の増

額と並んで砂糖消費税の大幅引き上げが入っ

ていたわけです。

酒税の増額はアルコール度の高い焼酎類

に対して非常に高くて、砂糖消費税も黒糖

に対しては特に大幅でした。つまり、当時

の沖縄がかろうじてヤマト各県よりも優位

に立っていた産業を、狙い打ちするような

政策が取られたわけです。大田は『琉球新

報』のコラム「時事片言」で、政府の政策

に対して、憤懣やるかたないという批判を

くり返しています。その一つをご紹介いた

します。これは明治３７年１２月の記事で

すから、日露戦争に入った頃です。

『本県の生命とたのむ輸出物産は、一つ

も漏らさずに重税をかけられた。（政府がこ

とさらに物品を選んだのではないだろうけ

れども、全国的に見れば沖縄は重要ではな

いので）中央政府の方も他の府県のように

注目しない。そのため本県の利害に関する

制度を設置するに当たっても、政府はまこ

とに慎重さに欠ける傾向がある。この責任

を中央政府は決して免れないであろう』

こういうふうに怒りをあらわにしながら、

それで終わらないところが大田らしいとこ

ろでございまして、彼はこのコラムに続け

て県庁と郡役所に向かって勧告を行います。

『（中央政府は多忙なので、沖縄のような

絶海の孤島のことまで注意を払う余裕がな

いのだろう。そのために沖縄に対する政府

の政策は、どうしても、沖縄人がこうむる

大抵の不利不便は見て見ぬふり、知って知

らぬふりをするということが多いのだろう）

だからこそ、県庁の役人が、十二分に政府

に働きかけて、政府を刺激する、つまり政

府を突っつくことがなければ、利害得失と

ともに、まずそのままに捨て置かれるもの

と覚悟しておかねばならない。一般に民度

がいまなお至って幼稚で、官、つまり政府
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の勢力はまことに強大だから、純然たる民

業であっても、官庁の力を必要とするもの

は、官力を借りるのが一番の早道である。

だから県庁なり郡役所なりも、そういう政

府の巨大な勢力を有利に利用して、熱心に

活用しようとしなければならない。すなわ

ち政府を刺激して、政策のうち自発的に推

進すべき事業はこれを推進し、政府が気が

ついていない被害は、早速そのことを政府

に分からせて、害を防ぐようにするという

ように、表面的に規定が定める以外のとこ

ろでも行動するような熱心さと誠実さをもっ

て、はじめて本県に職を奉ずる資格がある

のだ』

政府の政策が沖縄の利害に反するのは、

政府が沖縄のことに対して、たいして関心

を持っていないからだ。政府の力を利用し

なければ、沖縄の経済は発展はできないの

だから、官職にあって政府に働きかけうる

立場にあるものは、建前がどうの法規がど

うのと言わずに、ちゃんと働きかけて沖縄

の利益を守れというわけであります。

事態がいかに深刻であるかということを

明らかにした上で、その事態を少しでも改

善できるような方策、その方策というとこ

ろまで具体化できなければ、そういう方策

を形成するための方向性を提言するという

このスタイルは、大田の晩年まで一貫して

おります。大田のスタイルからして、この

時も役所の尻を叩くだけではすまないので

して、彼は糖業農家に対して生産組合を結

成せよと、具体的な提言を行っています。

農 村 の 現 状 に 苦 慮

明治３７年３月には、 砂糖消費税が

１００斤あたり１円だったのですが、これ
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が臨時に半年間、２円に上がるという事態

が迫っておりました。彼は糖業農家に対し

て、糖商、つまりヤマトからやって来る仲

買人ですが、糖商に消費税の分だけ買い叩

かれることがないように、生産組合を作っ

て結束しなければならないと呼びかけてお

ります。

糖商は消費税の納税義務を負わされてい

たのですが、彼らは、税金を価格に転嫁し

て値段が上がることを嫌がって、これまで

もこの分だけ農家からの買い取り価格を下

げていたわけです。従って消費税は生産税

と同じでありまして、農家が負担をしてい

たことになります。大田の呼びかけはこう

いうふうに書かれております。

『砂糖消費税もいよいよ倍加される様子

である。消費税が１００斤あたり１円の時

でさえ、価格に転嫁させることができずに、

糖業農家は年々窮迫している有様なのに、

２円になってしまえば、農家はよほど注意

しないと、これもまた全部自分の負担にな

るだろう。日本が全国一致の態度をもって

ロシアにあたるように、我が県の糖業農家

も一致協力して生産組合を作り、全体的な

利害から計算して取引するようにしないと、

この増税を価格に転嫁させることは、まこ

とにおぼつかない』

今でもそうですけれども、沖縄の農家は

組織に縛られて組み込まれるのを喜ばない

です。

数年前の話ですけれども、沖縄のタンカ

ン農家の話を聞いたことがあります。タン

カンを作っている農家に、千葉か茨城かど

こかの生活協同組合から「試しにサンプル

を送って」という話があって、タンカンを

何箱か送ったわけです。沖縄のタンカンは

確かにうまいものですから、あっという間

に売り切れてしまいました。翌年、その生

協からタンカン農家に電話が入りまして

「去年の10倍送ってくれ」というわけです。

ところが、農家のおやじさんは「とんでも

ない」と言うわけです。なぜとんでもない

かというと、「去年はお前のところに余計に

送ったものだから、孫と遊ぶ時間がだいぶ

減ってしまった。お前のところにこれで

１０倍も送ったら、俺は孫と全く遊べない、

冗談じゃない。やめた、やめた。」というわ

けであります（笑）。

これはけっこうな話で、私は割と好きな

話ですが、経済原則から言いますと、なか

なか難しいところもあります。こういうふ

うに、農家は、契約とか規則に縛られるの

があまり好きではありませんので、彼らが

自ら組織を作るのは、確かに容易なことで

はありませんでした。

沖縄の農村の状況はあまり変わらない。

そのうちに政府は日露戦争の戦費を調達す

るために、再び砂糖消費税を、今度は恒常

的に上げるという政策を行います。そして

泡盛にかかる酒税も、ほぼ倍額になります。

糖商 から 農家 を守 る

大田が予測したよりも、事態は急速に悪

化しつつあったわけであります。しかし、

「そんなに税金を上げるぐらいなら戦争など

やめてしまえ」と言ったところで、戦争が

止まるはずもない。それを沖縄から言った
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ときに、沖縄人の立場がどうなるか。それ

を考えれば、そういうことは言えないとい

うことであります。大田が選択したのは、

戦争政策の中で、農家が生き残る方策を考

えるということでありました。彼は農家に

向かってこういうふうに語りかけます。

『負担の増加は、時局に対する国民の当

然の責務である。日本国民たる者があれこ

れ苦情をいうべきことではないのだから、

これは仕方のないこととあきらめよう。こ

の上は、産業組合とか農事規約とかを普及

させて農産物の価格を高め、金銭の融通が

円滑になるようにして、労力の効果を大き

くさせる方策を講じるしかない』

農家を産業組合に組織化して、サトウキ

ビの糖商への売り渡し価格を高めることで、

戦時の増税をかわしていこうというわけで

あります。これが、大田が提示した当面の

方針でした。

先ほど申しましたように、そうは言って

もなお農家のお尻は重い。大田はここで農

家の悪口を言ってあきらめるかというと、

それほど、ヤワな人間ではありません。

彼は明治３８年から、これを何とかする

ために自分で動きはじめます。農家を砂糖

売却に関してだけでも統合するために、糖

業専門家の仲吉朝助さんという方と一緒に、

砂糖の委託販売を行う会社を設立いたしま

す。中頭郡で琉球砂糖株式会社を作り、島

尻では沖縄砂糖会社を設立いたしました。

そして、この沖縄砂糖会社の方の社長に就

任いたします。

この委託販売会社は何をするかと言いま

すと、個々の農家と糖商組合との間に介在

する組織でありまして、糖業農家から砂糖

を買い集めて、入札公売を行い、全県的に

砂糖の相場を確定するということが目的で

ありました。

それまでは、糖商が、砂糖が出来上がる

前に一軒一軒の農家を廻って「お金が要る

だろう。お前のところの砂糖を出来上がる

前に買ってやる」と前代金を渡すわけです。

前代金を渡せば、当然値段は下がります。

そうやって買い叩かれていくわけです。一

軒一軒の農家は、それぞれの交渉次第によっ

て、値段がどれくらい買い叩かれるかが決

まっていったわけですので、砂糖の相場は

あってなきが如しだったのです。委託販売

会社ができたことで、全県、ほぼ同じ値段

になったと大田は言っております。

政 治 家 を 利 用 す る

こういう行動の仕方からもお分かりいた

だけますように、大田には、砂糖消費税の

増額がいかに不当であっても、それに対し

て民衆を動員して反対運動を起こすという

発想は、全くなかったのであります。民衆

自体が、なんら抵抗のそぶりを見せなかっ

た、ということもありますけれども、これ

はやはり大田の現実主義の表れだろうと思

います。

彼の行動は、政治家を利用して、増税幅

を縮小する、できれば増税を撤回するよう

に、政府や議会に働きかける。その一方で

農家を啓蒙して、それまで彼らが気がつか

なかったために得ることができなかった利

益を獲得できるようにして、さらに生産を
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拡大し、厳しさが増す状況の中でも生活の

向上が目指せるように説く、あるいはそれ

を砂糖委託販売会社によって援助する、と

いうことに限定されておりました。

政府の沖縄統治を変更することなどは、

彼は全く考えたことがないと断言して間違

いないと思います。このスタイルは、大田

と一緒に東京に留学した謝花昇とはだいぶ

趣きを異にしておりますけれども、大田の

このスタイルは、大田のお師匠さんだった

福澤諭吉の影響が非常に強いと思います。

ご承知のように、福澤は、西洋諸国とは

付き合いたくもないけれども、西洋諸国と

の交渉が不可避だというならば、西洋に対

して日本の国家的独立を維持するためには、

西洋文明を取り入れるしかないと主張しま

した。彼が『文明論の概略』で、くり返し

くり返し強調しているのは、このことであ

ります。脱亜入欧ですね。

大田が福澤から得た最大のものは、状況

の全体を変えることができないのなら、こ

の状況の中で希望できる最大限の目的を立

てる、この目的を達成するために、最も有

効な手段を選択するということでありまし

た。それが彼の現実主義であります。大田

は、沖縄が日本帝国の一地方として組み込

まれてしまったという、抗いがたい状況の

中で、希望できる最大限のものとして、他

県と対等な位置に沖縄と沖縄人を立たせる

という目標を立てました。

黒 糖 減 税 を 実 現

沖縄の糖業農家が自らの日常生活を守り、

それを向上させるようにすることは、その

目的と不可分の、しかもその本質的な部分

でした。そのために帝国政府から受け入れ

られる方策だけ、を意識的に選択したのだ

と思います。彼は明治４１年に琉球新報の

発刊１５周年を記念して、「十有五年吾人の

立場」という論説を書いております。

その中で彼は、「我々は自ら琉球群島に対

する熱誠なる同情者であり、かつ琉球群島

の状況についての説明者であり、また琉球

群島の進歩を希望する者であろうとする」

と宣言しておりますが、これは大田の行動

方針をよく表していると思います。大田は、

糖業農家の同情者として、沖縄の進歩を希

望する者として、農家を叱咤激励し続けま

した。

明治４２年に書かれた「砂糖代金と農家」

という長文の論説がありますけれども、こ

れはその代表的なものです。この時に、大

田は自分の肩書きを『琉球新報』の主筆と

いうふうにしないで、沖縄砂糖会社長と書

いております。砂糖問題に関する彼の情熱

が伝わってくるような感じを受けます。

彼の叱咤激励の中身は、詳しいことをご

説明する暇がありませんので要約しますと、

要するに、農民の暮らし方というのは、例

えばお茶や塩のような日用品が必要になれ

ば、蓄えてある大豆とかサツマイモをちょっ

と市場に持って行けば、１カ月分ぐらいは

何とか手に入ります。後は畑に行って鍬で

芋を掘り出せば何とかなるというものです

から、農民は計画性がないと。だから砂糖

代金を蓄積して、資本をつくることができ

ない。村ぐるみで計画的に蓄積するように

して、何とかして資本を作れ、というもの

であります。
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もちろん、大田は、農民に蓄積を説く一

方で、県庁にも働きかけまして、黒糖減税

請願書というのを提出させます。さらに、

この時の知事はもう奈良原ではなかったの

ですけれども、奈良原繁は男爵でして、貴

族院に入っております。これに旧王家の尚

順も入っておりますので、この二人に働き

かけて、貴族院で内部工作、まさにロビー

イングをやったわけです。このロビーイン

グが効果を上げまして、結局、沖縄県が議

会に提出した請願書が受け入れられます。

減税を規定した法案が議会を通過した翌

日の琉球新報に、大田はなんとぶっ違いの

日の丸の飾りをつけた「黒糖減税案貴族院

通過」という超大見出しを掲げておりまし

て、これで糖業農家が潰れないですむ、と

いうふうに書いております。さらに記事の

末尾に、「黒糖万歳！ 沖縄万歳！」という字

を、特大の活字でくっつけております。よ

ほど嬉しかったのだと思います。琉球群島

に対する熱誠なる同情者としての、大田の

面目躍如というところであります。

沖 縄 の 主 力 は 糖 業

この沖縄に対する大田の思いをよく表す

言葉があります。それは「土地の歴史」と

いう言葉であります。大田は、明治４４年

に、この言葉を、国家の固有性を意味する

「国体」と並べて、善悪正邪の尺度、価値判

断の基準となるものだと、語っております。

『土地の歴史』というのは、沖縄という

土地と沖縄人との、こうでしかありえない

ようなあり方を定めている歴史的な背景を

意味しております。日本全体の歴史のひと

こまというわけにはいかないような固有の

ものだというのであります。沖縄という土

地の歴史的な固有性は、日本帝国全体の固

有性とは別のものだというのであります。

この固有性を価値判断の基準にしなければ

なりません。この固有性に合わない方針は

採用すべきではないと大田は考えています。

他所で採用されてうまくいっているという

理由だけで沖縄に持ってくるのは、間違い

であるというわけであります。この考え方

がよく表れているのは、糖業振興策の彼の

主張であります。

明治４４年に掲載された「糖業集約論」

という８回連載の長い社説があります。全

部合わせると、新聞の紙面でたぶん７ペー

ジをフルに使ったくらいの、長い長い論説

であります。

この社説の前提は、第一に沖縄の主力産

業はやはり糖業であって、それ以外には外

部に向けて輸出できるようなめぼしい産業

はひとつもないということであります。ま

だ泡盛はほとんど県内消費でありまして、

ウチナーンチュは自分で作った泡盛は、自

分で飲んでいたわけでありまして、輸出産

業にはなっておりません。

第二には、沖縄の農家の大部分が製糖業

に携わっていて、このような農家が豊かに

ならなければ、沖縄が発展する意味がない

というわけであります。つまり沖縄が発展

するためには糖業の発展が不可欠であり、

糖業の発展は沖縄の糖業農家の発展と別で

あってはならないということであります。

零細な農家を切り捨てないためには、彼

らを産業組合に組織しなければならないの

だけれども、農家を規約によって組合に結
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びつけようとするのは無理だと、彼は言い

ます。先ほど申しましたように、彼らは規

則とか契約とかに縛られるのは大嫌いなも

のですから、それはダメだと。まず相互の

信用によって結びつかなければならない。

そのためには、農村が昔から持っていた共

同性を維持することが基本だ、というので

あります。しかし農家は、産業組合のよう

な組織を作るという方向に向かっては、な

かなか動かない。

大田はずいぶん焦って、本当に罵詈雑言

までまじえて、農家を叱咤激励しておりま

す。それでもなかなか動かない。だからと

言って、沖縄を糖業によって発展させるた

めには、動かない農家の尻を叩くよりは、

ヤマトからの資本を導入して大規模な製糖

業を興そうか、というふうに彼は考えませ

ん。

ハワイのようなプランテーション方式を

とって、外部資本による大規模な製糖工場

を作る。この工場がサトウキビを一手に買

い込むということにすれば、生産規模の拡

大は簡単であります。これは、台湾で、国

策会社としての製糖会社がずっとやってき

たことです。ハワイでも同じことなのです。

「本県下には、本県下の事情もあってこれは

ダメだ」と彼は言います。

これまで糖商や仲買人にいいように扱わ

れてきた沖縄農家の実力のほどからして、

企業と農家の間に契約が結ばれたとしても、

その契約が完全に行われるという見通しは

ない、と彼は言うのです。これが沖縄の土

地の歴史であります。
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経済 的自 立の ため に

この土地の歴史を無視して、外部資本に

よる大規模な製糖業を興せば、沖縄の農家

はこれまで以上に悲惨な状況に陥るに決まっ

ている、というのが彼の発想です。契約と

か規則とかになじみのないサトウキビ農家

を切り捨てずに、サトウキビ農家が同時に

製糖業者でもあるという状態を維持できる

範囲で、生産機能の統合を進めないといけ

ない、ということになると、統合による規

模拡大といっても、たいして拡大すること

にはならないのです。大田はそれは仕方が

ないというのです。

「いかに砂糖のために生き、砂糖のため

に死す。すなわち砂糖を以って県下ほとん

ど全部が携わる重要産業だとしても、現在

４万戸の大家族を擁せる小地主、小産糖家

までも犠牲にして糖業革新を計画するのは

忍びない」というのが彼の論評であります。

沖縄が他府県と対等な位置に立つために、

沖縄人が沖縄人であることに誇りを持つた

めに、沖縄は経済的繁栄を図らなければい

けない。経済的繁栄は、同化が手段である

のと同じように、手段であって目的ではな

い。こういう基本的な価値基準は、大田の

中で揺らいだことがありません。

この価値基準からして、「糖業集約論」は

根本的大革新を提示することにはならない

のですが、大田が提示する集約の目的は、

糖業農家の利益と糖業上の利益を最もバラ

ンスよくする点を見つけることでした。沖

縄はどこまでも５０万県民の手で開発した

いという大田の言葉は、こういう形で具体

化されたのであります。

その結論はどうかといいますと、村単位、

字単位で生産組合を作れということなので

す。当時全県で２０００弱のサーターグミ

（砂糖与）があったのです。サーターグミを

ご承知の方は多いと思いますが、念のため

に申しますと、数件から多くても十数件の

農家が一緒になって一軒のサーターヤーを

運営する組織です。これが一つの村で一個

ということになりますと、組織の個数が

４０分の１になります。つまり製糖規模が

４０倍になる。字単位で集約しても４倍に

なる。数が４分の１になって規模は４倍に

なるというわけであります。

協同 組合 結成 の模 索

ご承知のように、戦前の沖縄の村や字は

もともと伝統的に結束が固くて、相互扶助

の精神が旺盛な、祖先崇拝に裏付けられた

共同体です。いきなり伊波普猷が出てきま

すけれども、伊波普猷の話をちょっと引用

しますと、大正11年に彼は『古琉球の政治』

という本を出します。その一節を引用させ

ていただきます。

『田舎の村落へ行くと、今（大正１１年）

でも一字（昔の一村）に一カ所の根所（ニー

ドゥクル）があるが、根所は大方村落の真

中にあって、これを中心として家族的な村

が出来上がっている。今では其の原形は失

われたけれども、それでもなお同字内の者

は大多数親類で、大概根神（ニーガン）の

氏子になっている。そしてまた一つの主家

に属していた奴僕達も、その解放された後
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は、やはりその付近に定住したのであろう。

とにかく琉球の村落は斯くの如く氏神を中

心として成立しているから、相互扶助の精

神が盛んで、其の団結は至って鞏固である』

組合の規模は民力相当の水準を超えさせ

てはならないというのが、大田の基本姿勢

ですから、この伝統的な共同体組織に産業

組合という法的形式をかぶせてしまうとい

うのは、彼の目から見ても、極めて現実的

で妥当なやり方だったわけであります。こ

れが当面の目標だということになります。

大田はこの後すぐに台湾の糖業捜査に行き

ます。

それでその工場の巨大さに圧倒されて帰っ

てきます。向こうは国策会社ですから、も

のすごくデカいわけです。沖縄のサーター

ヤーの数千倍の製糖工場が軒を連ねている

わけです。それで彼は帰ってきてこういう

ふうに言います──「台湾糖業の大勢を見

たら、沖縄の糖業などは話にもならないか

ら、沖縄の糖業政策としては、どこまでも

黒糖を持続することにして、台湾総督府に

働きかけて台湾に黒糖を作らせないように

注意する外はあるまい」。

この段階でも、もう日本の国内の市場は、

含蜜糖から分蜜糖へ変わりつつありました。

つまり、黒砂糖は段々消費が減っていって、

赤砂糖（ザラメ）と精白糖に段々移っていっ

たわけです。台湾が作っていたのはもっぱ

らこの赤砂糖でした。

以前は、大田も、この赤砂糖を作れと言っ

ていました。黒糖の市場が段々先細りだか

ら、赤砂糖に変えようと思っていたのです

が、赤砂糖を作ると、台湾の砂糖と全くス

クラッチで競争しなければいけない。それ

はもう絶対にできないと彼は観念しまして、

これは黒糖でいこうと。沖縄の力からして

赤砂糖でいくのは無理だから黒糖でいこう

ということになります。ただし同時に、そ

の値段を下げて、台湾糖業が売り出してい

る赤砂糖より相当安くしないと、市場を失

うことになる。

大田はそれは可能だと言うのです。彼の

提言は、第一に生産及び運搬経費から無駄

を除いて、生産費を省くことです。そうやっ

て樽当たり１円程度節約して、それに見合っ

て価格を下げれば、台湾がどのように赤砂

糖を生産しても、沖縄の黒糖は安泰だと言

うのです。

機械化はばむ農村社会

第二に、生産技術を改善しろというわけ

であります。蒸気機関で駆動する圧搾機を

導入しようというわけです。サーターヤー

はご承知のように、牛をグルグル廻してそ

の力でサトウキビを搾っていたわけですが、

あれを蒸気機関でやれということです。

大田の調べたところによると、蒸気機関

で動かす圧搾機は、日産が３０トンから

１００トンまで各種あります。それで沖縄

の地形上、民度上、習慣上から考えて、つ

まりは土地の歴史から考えてということに

なりますけれども、４０トンの機械が適当

だと言います。ここで、どうせ機械化する

なら１００トンで行こうと言わないところ

が大田らしいところです。この４０トンの

機械でも、当時のサーターヤーの１０個分

の黒糖を作ることができます。しかもそん
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なに多額の資金を投じなくても済む。

規模は大きければ大きいほど有利なのだ

けれども、これ以上規模を大きくしようと

すると、伝統的な共同体の範囲を超えて農

民を組織しなければいけない。大田は農民

がややこしい組織に組み込まれるのを嫌が

るのをよく知っていますから、彼の判断で

はそれは現実的ではない。

大田のこれまでの経験から言って、農家

にはいろいろな習慣があり、事情があって、

共同させるということがすこぶる難儀であ

ろうと思う、というのであります。しかし

最小限の組織化というのはどうやっても避

けることはできない。

それにもかかわらず、なかなか農民は動

かない。ここで農民を罵ったり悪口を言っ

たりして、諦めてしまうというのは大田の

スタイルではないわけでありまして、彼の

目からは、農民は動かないのではなくて、

動いて自分達の生活様式を変えるだけの力

がない、というふうに見えておりました。

そのような農民に向かっては、教え諭すし

かありません。彼は噛んで含めるようにし

て語りかけます。

『４０トンの小型製糖機でも、据え付け

ようとするには、とにかくまとまった資金

が要る。原料にしても従来のように、農民

が各自のものを各自別々に製造すればいい

というわけにはいかない。４０トンの機械

が全能力を発揮する時は、少なくとも５～

６人分の原料を一緒にして製造する必要が

出てくるから、当然、機械の能力に相当す

る原料の所有者が一団となって生産組合を

組織しなければならない』

実は、沖縄糖業を集約する時のネックは

ここだったのです。機械は何個かすでに政

府の手で据え付けられているのです。とこ

ろがそこにサトウキビが予定通りに運ばれ

て来ないのです。機械は回っているのにサ

トウキビが運ばれて来ないというのが何度

かあって、結局大きな工場が潰れていった

わけです。それで生産組合というのは、平

田東介が日本に持ってくるのですが、これ

はドイツで考案されたものです。しかし大

田は、それは難しいものではないのだとい

うふうに言います。そんなものは沖縄には

昔からあったのだと。サーターグミがそれ

だというのです。ただしサーターグミは生

産組合によく似ているけれども、規模が小

さすぎる。サーターグミの組織に基礎を置

いて、複数のサーターグミを結び合わせれ

ばいいんだというわけであります。

この生産組合に並んで、さらに同業組合

を作って生産組合員の互助組織を作れば、

台湾の糖業と立派に対抗できると彼は言い

ます。大田が農民に改善の方向性を示す時

の主張は、相当の行き詰まりの状態でも、

いつも、希望のありかを確信させるような

ものであります。これもエリートとしての

重要な要素だと思います。

沖縄 全体 の繁 栄こ そ

農民に対する大田の態度は、このように、

指導者的というよりは保護者的です。今日

の常識からすれば、民主的ではないという

ふうに言われるかも知れません。しかし、

戦前の沖縄では（沖縄だけではありません、

日本全土でもそうだったのですけれども…）

農民と知識人あるいは官僚との文化的経済
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的格差、更に言えば首里や那覇を中心とす

る都市と農村部との社会的格差は、想像を

絶するほど巨大であります。

大田が自分自身と農民を同一視しなかっ

たのは、自然なことだと思います。実際、

彼が見聞したところでは、農民が黒糖代金

として手にする年額は５円前後です。安い

場合には３円～４円。高くても６円～７円

の範囲を超えない。高等小学校の教員の年

俸が２００円前後ですから、それと比べて

二桁小さいわけです。

農民の主食は芋でして、彼らは畑から芋

を掘ってくれば腹は減らないわけですけれ

ども、いくらそうは言っても、その生活が

いかに貧しかったか。その中で、生産組合

を含めて将来を考えることがいかに難しかっ

たかというのは、容易に想像がつくと思い

ます。

まして、日本帝国の中では、今日のよう

な民主主義的な平等観念は普及しておりま

せんでしたから、大田が農民の保護者のよ

うな言い方をするのは、やむをえないとい

う感じが致します。大田にとって農民は、

自分と同等の能力を持つ対等な存在ではあ

りませんでしたけれども、同じ沖縄人であ

り、彼らが他県人からこうむる嘲りやさげ

すみは、自分自身に対する嘲りやさげすみ

でありました。

彼らが堂々と誇りを持って他県人と対等

に生きていけなければ、自分自身もエリー

トとしての誇りを語るわけにはいかない。

沖縄が繁栄するということは、農民も含め

た沖縄人全体が繁栄することでなければな

らないと、これが大田の揺るぐことのない

信念でした。

ここでは申し上げる余裕がありませんけ

れども、この信念は、大正半ば以降は、沖

縄人もないヤマト人もない、各人がそれぞ

れの能力に見合った、幸福で歓びに満ちた

生活を送ることができる祖国を、浄土真宗

の信仰によって沖縄から実現していくとい

う、壮大なアイデアにつながっていきます。

農 民 へ の ま な ざ し

彼は農民の生活の中に入り込んで、いく

つもの素晴らしいレポートを書いておりま

す。彼はおそらく、これは新聞社の方にお

伺いしなければいけませんけれども、沖縄

で農民の生活実態をレポートした最初のジャー

ナリストだったのではないかと思います。

その中に明治３４年に連載した『芋の葉

露』があります。ちょっと変わったタイト

ルですが、私は、はじめてこれを読んだと

きに、大田の新聞記者としての眼識と表現

力の豊かさに感心させられました。

この少し変わったタイトルは、大田が取

材した相手の農夫が語った言葉に由来して

おります。これは老人だったのですが、そ

の老人が芋畑の傍で大田に向かってこうい

うふうに言うのです。

『田舎では、芋さえ豊作なら、飢饉とい

う恐ろしい悪魔に襲われる気遣いはない。

米とか砂糖とかが不作だったら、それは随

分身上にこたえるけれども、芋さえあれば

怖れるべきことはない。今年の夏は日照り

がちで心配したけれども、その分は回復し

て、見たとおり葉ぶりが青々として、朝露

を受けた景色が我々には何よりの眺めです』
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つまり、これで今年も飢えないで済むとい

うことであります。雨に恵まれて、芋の葉

に露がたまるかどうかは、農村が飢えない

で済むかどうかの目安だというのです。

この『芋の葉露』については中身をご紹

介したいのですが、余裕がありませんので、

それはやめますが、レポートの仕方は村落

がどういう外観をしているか、村の中には

どういうふうに道路が通っ

ているかという説明から始

まりまして、家の構造、食

生活、衣服というふうに続

いていて、きちんとした社

会学的調査の形式を踏まえ

たものになっております。

彼はその中で、農民の本

当に生きるだけで精一杯と

いう暮らしぶりを描いてい

ますが、同時にその中で彼

らがいかに純朴で愛すべき

存在なのかも、実に具体的

に書いております。大田は

よく農村に出かけていって、

彼らの雑談をじっと聞いて

いたようです。

先ほどの黒糖代金のこと

もそうやって聞いてきてい

るわけです。彼は、農民は、

炉端で茶盆を囲んで漬物を

かじりながら、作物のでき

とか、豚やヤギの育ち方な

どを話題にするのを、無上

の楽しみにしていると言い

ます。彼はそういう農民の

純朴さを称える文章をいく

つも書いております。

例えば明治４０年の正月に掲載された

『田園雑感』というコラムには、朝早く出て

行く農民達が交わす会話のことが書かれて

おります。「逢う人ごとに気候の挨拶、作物

のできばえ、時事の雑談など、言うも聞く

も飾り無く偽り無く、すべて率直純朴にし

て神聖なり」というのです。「こういう人々
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の間から国家の輝きが生まれるのだ、都会

は錦に包んだ糞土だが、田舎はボロに包ん

だ宝玉なのだ」と彼は言います。農民に対

する彼の思いの深さをよく表している文章

だと思います。

繰 り 返 し 農 村 論 議

大田にとって農民は、沖縄という地域の

本質的部分であり、輝かせなければならな

い愛着の対象でした。そうすることは、エ

リート、つまり沖縄人士としての自分の役

割だと、彼は明確に自覚しておりました。

ですから大田は農村の振興策をくりかえし

議論し続けました。

彼が慶応義塾で身につけた経済学の素養

は、まさに沖縄の糖業農家の保護のために

用いられたのであります。しかし、大田は

農民に自ら立ち上がるようには求めていま

せん。彼が求めたのは、農民の地道な労働

が報いられるような体制を、県が指導して

作り上げることでした。しかし県はそのよ

うな要求には応えませんでした。

当時の国策が、農村地域の負担において

商工業を発展させて、勢力圏の拡大を可能

にするような軍事力を持つことを目指すも

のであった、という状況の中では、県も大

田の期待したような役割は果たせなかった

というべきかも知れません。

そんな指導層に対して大田は昭和７年に、

「本県は置県以来産業経済に対して見るべき

施設が殆どない。五十年を通じて産業に対

する政策らしい政策が、一つもないと言う

も決して誣言ではあるまい」と言い切って

おります。

さらに、「５０年間の県治の成績を評すれ

ば、不徹底という三字で言い尽くせると私

は断言して憚らない。教育の如きは最も成

績を上げた方だが、これさえ他の地方に比

較してみたら、不徹底の誹りは免れまい」

というふうにも言っております。

大田は、奈良原繁県知事にベッタリとくっ

ついている「県庁の提灯持ち」だとよく言

われていたのでありまして、これは戦後も

しばらく言われております。こういう見方

をする人には、大田がおこなったこの批判

の仕方は意外かも知れません。

大田は確かに奈良原知事と親交を結んで

おりました。家族ぐるみの付き合いをして

おったわけですけれども、それは奈良原の

力を沖縄のために利用するという戦術だっ

たとしか思えないのです。奈良原は権力を

利用して随分悪いことをしております。

私服を肥やしているわけですが、その一

方では土地整理をはじめとして、沖縄の社

会と経済を近代化するために基礎作りをやっ

た男です。大田は、奈良原の汚職を暴いた

ところで、（当時、奈良原県知事は帝国の中

央においては相当な有力者で）この知事は

更迭できないだろう、そうである以上は上

手に付き合って、沖縄の近代化に役立てよ

うと考えたのかも知れません。

実現 可能 な希 望こ そ

奈良原でもなんでも、とにかく利用でき

るものは利用して、沖縄の実力を増大させ、

他県と対等な立場を得て、沖縄人に沖縄人

であることの誇りを持たせる。自分自身を

もその一つの手段にする。つまり首里市長
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になってタダでこれを務めるというのも、

これは自分を一つの手段にしているわけで

す。

自分が導こうとする者達のためならば、

首里市長を無給で務めたように、自分自身

の利益も度外視する。なんとしてでも沖縄

に実力を備えさせて、他県相手に胸を張れ

る地域にするという、この目的からすれば、

大正末期のソテツ地獄以来、沖縄が帝国政

府の援助にすがり、政府への依存度を高め

ているという事態は、極めて不本意である、

沖縄の立場を将来にわたって不安定にする

ものだと見えておりました。彼は昭和７年

に次のように記しております。読み上げさ

せていただきます。

『本県は、今日経済的に浮沈の瀬戸に立っ

ておる。大正１５年以来年々５０万円乃至

７０～８０万円の経費が産業助成、もしく

は糖業奨励の名目で政府から交付せらるゝ

のである。これ等少なからぬ資金を運用す

るため、種々施設も出来、多くの役人も置

かれている。しかし、その効果に至っては

幾度見直してもなるほどと思わるゝ点はま

だ見出し得ない。私は我が県民が将来助成

中毒にかからぬよう、ひたすら神に祈るの

みである。この助成事業もしくは奨励政策

が、県下将来の経済に及ぼす影響の大なる

ことは言うまでもないこと（だが）……門

外漢の吾々から見ると、ほじくればほじく

るほど疑問が多くなるばかりで、助成事業

が打ち切りとなった暁には、県の経済が果

たしてどうなるかに思い及ぶと覚えずぞっ

とするのである』

彼の示した考え方は、こんにちでもなお

沖縄経済のあり方を考えるにあたって、慎

重に検討する価値を持っているのではない

かと思います。

以上、長々とお話してきたことを要約い

たしますと、沖縄は、日本帝国の中で差別

的な扱いを受け続けてきたけれども、その

辛い、絶望的な情況の中でも、絶望を語る

のではなく、できもしない夢を語るのでも

なく、その現実から逃避しないで、人々に

実現可能な希望のありかを示し続けた、真

のエリートである見事な言論人に恵まれて

いた。真のエリートのお手本が沖縄にあっ

たということです。そのことを現在の沖縄

で指導的な立場におられる方にお伝えする

ことが今回の私の目的でありました。

大田の思想は、特に大正半ば以降、宗教

的な思索が非常に深まっておりました。彼

の哲学は近代そのものを批判するところま

でいっております。これについては今回申

し上げられませんでした。しかし、私が最

初に考えた目的については、不十分ながら

勤めを果たし得たかというふうに存じます。

ご静聴ありがとうございました。（拍手）

質疑応答―

■永井 貘氏（琉球大学教授）

こんにちは。私も同じく安全地帯にいる

のかも知れません。琉球大学の工学部にお

ります永井と申します。今日のお話を聞い

て、改めてひとつの発見をさせていただい

た感じがいたします。石田先生がおっしゃっ

たように福澤諭吉の影響がもの凄く強いわ

けです。沖縄における福澤諭吉的な立場で、
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言説があったんだなということが改めて教

えられました。

お聞きしたいのは、１００年前の本当に

日本の将来を見据えていた人が沖縄に居た。

本土では私は内村鑑三とか、新渡戸稲造に

あたると思うのです。新渡戸稲造は武士道

を世界に広めました。そうすると、どこか

このあたりとも共感するような交流がなかっ

たかどうか、その辺りを教えて下さい。

■石田 正治氏

新渡戸稲造などとのつきあいは、ほとん

どなかったようでございます。大田は、東

京にはしょっちゅう出張して、議会の関係

者あるいは政府の関係者とは接触しておっ

たようですが、彼の書いている文章の中で

は、人の名前はほとんど出てこないのです。

おっしゃるように、東京のいろいろな知識

人とも付き合いはあったようですけれども、

明確な証拠が今のところございません。

それからもうひとつ申しますと、福澤諭

吉の影響が非常に強かったのは大正５～６

年までで、その後、彼には親鸞の影響が強

くなります。彼は家庭が破綻しまして、そ

の時に浄土真宗に入っていくのですが、浄

土真宗を自分のプライベートなところで止

めないところがさすがに大田でありまして、

先ほど申しましたように、自分自身も手段

ですから、彼は自分の浄土真宗の信仰を手

段にして周りを変えようとしたわけです。

彼がその後言い続けているのは親鸞であり、

法然です。まさに彼はそれをベースにして

近代批判を行っていきます。つまり、生存

競争ということに対して彼は非常に否定的

です。

生存競争というのは皆が平等だというこ

とが前提です。しかし平等ではない。農民

と自分は違うわけです。ですから生存競争

というのは、皆にヨーイドンで走らせるの

ですが、生存競争の中で弱い奴が悲鳴をあ

げることに対して近代は何もしてくれない

と、近代が失ったもので一番大きいのは宗

教だと、彼は断言して憚らないのでありま

す。実は、これは現在我々が直面している

ことでして、いろいろなところで、社会学

者も宗教学者も議論していることですけれ

ども、現代における神の喪失というのは、

われわれにとって、大きな、回復不能な問

題です。それを彼は、すでに大正の後半に

は明確な形で論考にしております。それに

ついては今日はお話できませんでしたが。

■事務局より

大田は、県費留学生として一緒に東京に

行った謝花昇との対照的な評価が一般的だ

と思います。二人の、評価における決定的

な違いの背景は何だったのでしょう。

■石田 正治氏

大田に言わせると、謝花はフランス革命

の時のジャコバン派的で、直接行動主義な

のです。それで農民に働きかけて、農民に

自由平等というのを説くわけですが、謝花

にとっては、県民の自由平等というよりは、

むしろ奈良原が私腹を肥やしているのが気

に入らないというのが、一番大きかったよ

うです。一方で、奈良原に対する大田の見

方というのは、彼が土地整理をやった、つ

まり地割制度をなくして、沖縄の経済の近

代化の礎を築いたということが一番大きい
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評価です。ご承知のように土地制度が改革

されるまで２５年ぐらいかかるのです。そ

れまでは旧慣温存で、経済システムは完全

に氷づけになっていたわけです。その間に

ヤマトの方はどんどん進歩してしまう。そ

れで沖縄の知識人がみんなイライラしてい

たのです。土地整理に踏み切ったのは、こ

れはやはり奈良原の手腕なのです。それを

大田は高く評価しておりまして、それ以外

のことに関しては、奈良原のことはあまり

言わないという感じがあります。

謝花は、実は、奈良原のことがけしから

んということで、自由民権運動を始めるわ

けです。しかし、彼が難しいことを言って

も農民の耳には入らないのです。要するに

言いたいことを言っていいのかという話に

なって、農村が一時はかなり不安定になっ

たりしていたようです。いま社会改革とい

うところに力点をおいて評価をすれば、謝

花昇などはなかなか勇ましくやった方だと

見られています。大田は、そういう意味で

は、社会改革に向かって動いてはいないの

です。現状維持の中で可能な方策を探ると

いうのが大田の基本姿勢でした。多分、戦

後の祖国復帰運動の中では、大田朝敷とい

うのは、新しい社会を切り拓く方策を示し

た男とは見られなかっただろうと思われま

す。

では、謝花が行ったことが沖縄を変える

ことができたかというと、残念ながらそう

ではないのです。そこの評価は分かれると

ころで、なかなか難しいところだと思いま

すけれども、そういうことであります。 ■
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１９９３年 細川連立政権発足し上原康助長官誕生 コメ大量輸入
パレスチナ暫定自治宣言 全県でウリミバエ根絶達成

◇ 4・14 ユネスコ事務総長特別顧問 磯村尚徳 「新世界秩序の中の日本」
◇ 5・12 東京海上研究所理事長 下河辺淳 「２１世紀は地方の時代」
◇ 6・18 野村総合研究所理事長 鈴木淑夫 「日本経済の景気はいつ回復するか」
◇ 7・14 前駐中国大使 橋本 恕 「中国の現状と今後の日中関係」
◇ 8・11 政治評論家 三宅久之 「今だから話せる政界再編のウラ話」
◇ 9・ 8 長崎オランダ村専務取締役 高田征知 「オランダ村そしてハウステンボス」
◇10・13 住宅金融公庫総裁 高橋 進 「住宅をめぐる現状と課題」
◇11・10 中東調査会理事長 三宅和助 「イスラエルとＰＬＯの歴史的合意と今後の中東」
◇12・ 8 東京芸術大学長･日本画家 平山郁夫 「私と芸術とシルクロード」

１９９４年 自･社･さで村山政権が発足 北朝鮮の金日成首席が死去
知事選で大田氏が再選 大江健三郎氏にノーベル文学賞

◇ 1・13 毎日新聞編集局顧問･政治評論家 岩見隆夫 「激動の政局を読む」
◇ 2・ 9 矢野経済研究所代表取締役副社長 矢野 弾 「日本の経済の現状と課題」
◇ 3・12 沖縄開発庁長官 上原康助 「激動する国政に携わって～沖縄からの視点」
◇ 4・13 外務省前北米局長 佐藤行雄 「今後の新しい日米関係」
◇ 5・11 毎日新聞論説委員長 清水幹夫 「最近の政治情勢」
◇ 6・ 8 三和総合研究所理事長･経済評論家 原田和明 「最近の経済動向」
◇ 7・11 国際流通グループヤオハン代表 和田一夫 「ヤオハングループの挑戦」
◇ 8・ 3 上海国際問題研究所日本研究室室長 呉 寄南 「最近の中国経済事情」
◇ 9・ 7 東京工業大学教授 渡辺利夫 「東アジアの発展動態をどう捉えるか」
◇10・12 ＫＤＤ総合研究所取締役調査部長 伊藤英一 「マルチメディアの現状と将来」
◇11・ 9 新王子製紙㈱代表取締役名誉会長 河毛二郎 「経営者 今昔」
◇12・14 サイマル会長 村松増美 「異文化との付き合い方～沖縄に始まる私の世界」

１９９５年 阪神大震災で死者５５００人余 米兵が少女暴行事件
平和の礎が完成 ラビン首相暗殺 地下鉄サリン事件

◇ 1・11 臨済宗東福寺管長･東福寺専門道場師家 福島慶道 「心の開発」
◇ 2・15 中央大学学長 外間 寛 「２１世紀に向けての人材教育～大学の対応～」
◇ 3・ 8 花王取締役 平坂敏夫 「企業経営と情報戦略～リエンジニアリング成功への課題～」
◇ 4・ 5 通商産業省顧問 岡松壯三郎 「わが国をめぐる国際経済情勢～日米交渉を中心に～」
◇ 5・10 政治評論家 森田 実 「参院選と今後の政局」
◇ 6・14 元駐米大使 松永信雄 「世界の中の日米関係」
◇ 7・19 日本将棋連盟棋士九段･永世棋聖 米長邦雄 「棋士から見た 21 世紀の日本」
◇ 8・10 『ワシントン･ポスト』極東総局長 トム･Ｒ･リード 「自信のない時代の日米関係」
◇ 9・13 住友生命保険相互会社名誉会長 新井正明 「古典に学ぶ経営の心」
◇10・11 国立予防衛生研究所室長 根路銘国昭 「縄文人を育てた琉球の人たち」
◇11・14 米国ハワイ州知事 ベンジャミン･Ｊ･カエタノ 「最近のハワイ経済事情」
◇12・13 米コロンビア大学名誉教授･日本文学者 ドナルド･キーン 「私と日本文学」

１９９６年 普天間基地の返還合意 ペルーの日本大使公邸占拠事件
基地問題で県民投票 又吉栄喜氏「豚の報い」に芥川賞

◇ 1・10 ＮＨＫ解説主幹 西田善夫 「スポーツ人間像―名勝負、名場面に学ぶ」
◇ 2・14 上智大学文学部教授 アルフォンス･デーケン 「人間関係におけるユーモアの役割」
◇ 3・13 毎日新聞編集局政治部長 岸井成格 「橋本政権の行方」
◇ 4・10 満学協会総裁 愛新覚羅顕琦 「日中両国のはざまにて」
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◇ 5・15 学習院大学法学部教授 砂田一郎 「大統領選挙と今日のアメリカ政治」
◇ 6・12 シンガポール紙コラムニスト 陸 培春（ル・ペイチュン）「アジア人が見た日本・沖縄」
◇ 7・10 駐ペルー大使 青木盛久 「フジモリ政権のペルーと日本・沖縄」
◇ 8・14 愛知学院大学大学院教授 島袋嘉昌 「今 沖縄企業に求められているのは何か」
◇ 9・11 香港大学亜洲研究中心客員研究員 丸屋豊二郎 「香港返還と沖縄」
◇10・ 7 株式会社ローヤル社長 鍵山秀三郎 「小さく生きて大きく遺

のこ

す」
◇11・13 沖縄県副知事 吉元政矩 「沖縄基地の整理縮小と国際都市形成」
◇12・10 大和総研特別顧問･経済企画庁長官 宮崎 勇 「来年の日本経済展望と沖縄」

１９９７年 拓銀と山一が破綻 香港返還 世界同時株安 ダイアナ元妃が事故死
屋良朝苗氏が死去 名護市で住民投票 知念かおり女流本因坊に輝く

◇ 1・14 首相補佐官（沖縄問題担当） 岡本行夫 「あすの沖縄を考える」

◇ 2・ 7 �日本セイルトレーニング協会理事長 大儀見薫 「世界の海人
ウミンチュ

がやってくる」
◇ 3・12 地域振興整備公団総裁 工藤敦夫 「都市開発と地域振興」
◇ 4・ 9 静岡県立大学国際関係学部教授 伊豆見元 「朝鮮半島情勢と沖縄」
◇ 5・14 衆議院議員 山中貞則 「沖縄復帰25周年を語る」
◇ 6・11 世界ＦＴＺ協会代表理事 レイモンド･ヨシテル･オータニ 「日本の改革は沖縄から」
◇ 7・ 8 沖縄懇談会座長 島田晴雄 「沖縄の自立発展のために」
◇ 8・13 大和総研副理事長 賀来景英 「ビッグバン時代に備える」
◇ 9・10 元沖縄開発庁長官 植木光教 「首里城復元5周年 沖縄の風土と文化への愛着」
◇10・ 8 東海大学教授 唐津 一 「めざせ日本一 沖縄活性化への道」
◇11・ 7 東京外国語大学学長 中嶋嶺雄 「香港返還後のアジアと日本」
◇12・ 4 早稲田大学総長 奥島孝康 「グローバル･スタンダードの時代を担う若者の育成を考える」

１９９８年 現職の大田氏破り稲嶺知事誕生 ドイツで１８年ぶりに政権交代
未曾有の不況で失業者増加 小渕政権が誕生 毒入りカレー事件

◇ 1・14 衆議院議員･前内閣官房長官 梶山静六 「アジア・太平洋時代とあすの沖縄」
◇ 2・10 ＮＨＫ解説主幹 小林和男 「日ロの外交戦略と沖縄」
◇ 3・11 日本経済新聞大阪本社編集局長 久保庭啓一郎 「混迷の政局を読む」
◇ 4・ 8 日本総合研究所理事長 若月三喜雄 「アジア経済危機と日本経済」
◇ 5・13 駐日ロシア大使 アレクサンドル・Ｎ・パノフ 「ロシア側から見た日ロ関係」
◇ 6・10 毎日新聞東京本社経済部長 菊池哲郎 「政府の総合経済政策で景気は良くなるか」
◇ 7・ 8 駐日米国大使特別補佐官 ケント･Ｅ・カルダー 「アジア太平洋時代の日米関係」
◇ 8・12 白 大学法学部教授＝政治学 福岡政行 「参院選の結果と政局」
◇ 9・ 9 毎日新聞社会長･日本新聞協会会長 小池唯夫 「日本の危機をどうするか」
◇10・14 日本公認会計士協会会長 中地 宏 「これからの企業経営」
◇11・11 南ドイツ新聞 ゲプハルト・ヒールシャー 「コール独首相の退陣と今後のヨーロッパ」
◇12・ 9 朝日新聞編集委員 船橋洋一 「いま同盟を考える」

１９９９年 沖尚がセンバツで全国制覇 2000年沖縄サミット決まる
コソボ紛争が解決 普天間飛行場の代替にシュワブ沿岸

◇ 1・13 国連難民高等弁務官 緒方貞子 「世界を回って考えること」
◇ 2・10 代議士・元科学技術庁長官 田中眞紀子 「21世紀の扉を前にして」
◇ 3・10 軍事評論家 江畑謙介 「朝鮮半島情勢とアジアの安全保障」
◇ 4・12 日本経済研究センター会長 香西 泰 「沖縄振興の課題」
◇ 5・12 沖縄県副知事 牧野浩隆 「基地問題と沖縄経済」
◇ 6・ 9 日本経済新聞論説副主幹兼編集委員 田勢康弘 「だれが日本を救うのか」
◇ 7・14 日本放送協会 会長 海老沢勝二 「デジタル時代の公共放送」
◇ 8・11 東京女子大学名誉教授 猿谷 要 「多元文化世界の中の沖縄」
◇ 9・14 駐日米国大使 トーマス・Ｓ・フォーリー 「アジアの中の日米関係と沖縄」



35

◇10・15 宮城県知事 浅野史郎 「地方から政治を考える」
◇11・17 著述業 ジャック・ハルペン 「日本人とユダヤ人の発想の違い」
◇12・ 8 野村総研上席エコノミスト 植草一秀 「2000年の日本経済」

２０００年 沖縄サミット開催 琉球王国のグスクが世界遺産に
朝鮮半島で南北和平会議 那覇市政32年ぶり保守が奪還

◇ 1・12 浴風会病院院長 大友英一 「ぼけになりやすい人、なりにくい人」
◇ 2・16 日本国際問題研究所理事長 外務省顧問 小和田恆 「沖縄サミットの意義」
◇ 3・14 アサヒビール 名誉会長 樋口廣太郎 「2000年！日本経済新生への提言」
◇ 4・12 公共広告機構理事長 寺尾睦男 「女性の時代。女房なんて怖くない－と言ってみたい」
◇ 5・10 経済評論家 佐高 信 「異議あり！日本」
◇ 6・14 プロ野球セ・リーグ会長 高原須美子 「２１世紀は心の時代－フィンランドと日本」
◇ 7・12 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長 中村祐輔 「21世紀はヒトゲノム時代」
◇ 8・ 9 慶応大学教授 小此木政夫 「韓国情勢、北朝鮮情勢」
◇ 9・19 毎日新聞社編集委員 岸井成格 「森政権と今後の政局」
◇10・11 京都大学大学院教授 家森幸男 「長命から長寿への食生活－沖縄サミットでの報告から－」
◇11・ 8 駐日中国特命全権大使 陳 健 「沖縄から見る東アジア地域の協力」
◇12・13 戦略国際問題研究所上級副所長 カート・Ｍ・キャンベル 「アジア安全保障の将来と沖縄」

２００１年 米中枢同時テロ 小泉内閣発足 国内初の狂牛病
米テロで沖縄観光に打撃 米兵事件頻発し地位協定改定世論高まる

◇ 1・17 ノンフィクション作家 秋尾沙戸子 「アジアの女たち」
◇ 2・14 駐横浜大韓民国総領事 徐 賢燮 「新しい韓日関係を目指して」
◇ 3・14 台北駐日経済文化代表處代表 羅 福全 「台湾の新政権と東アジア」
◇ 4・11 ブルッキングス研究所上級特別研究員 ラエル･ブレナード 「日米経済関係の新局面」
◇ 5・ 9 ドイツ‐日本研究所所長 イ ルメラ ・日地谷 ‐キル シュネ ライト「文化比較から何を学べるか」
◇ 6・14 富士通総研理事長 福井俊彦 「日本経済の展望」
◇ 7・11 神戸大学大学院法学研究科教授 五百旗頭 真 「アジア太平洋に生きる」
◇ 8・ 8 自由民主党元幹事長 加藤紘一 「参院選後の政局」
◇ 9・17 京都大学東南アジア研究センター教授 濱下武志 「アジアネットワークの中の沖縄」
◇10・10 多摩大学名誉学長 グレゴリー・クラーク 「クラーク先生の日本人論」
◇11・15 元ソ連大統領 ミハイル・ゴルバチョフ「グローバリゼーションの時代－ロシアと沖縄の経済交流」
◇12・12 共同通信社論説副委員長 春名幹男 「米中枢同時テロで激変した世界」

２００２年 初の日朝首脳会談―拉致被害者５人帰国 国連のイラク査察再開
サッカーW杯で日本躍進 ノーベル賞初の日本人W受賞 沖縄振興新法スタート

◇ 1・12 厚生労働大臣 坂口 力 「差別なき社会をめざして－雇用･失業、狂牛病、ハンセン病問題」
◇ 2・13 北海道大学法学部教授 山口二郎 「小泉改革・政治の行方」
◇ 3・13 毎日新聞社社長 斎藤 明 「新聞ジャーナリズムのこれまでとこれから」
◇ 4・10 駐日シンガポール大使 チュー･タイスー 「日本･シンガポール関係の発展－沖縄の可能性」
◇ 5・ 8 総務省総務審議官 月尾嘉男 「ＩＴ革命と社会変革」
◇ 6・12 元西鉄ライオンズ投手 稲尾和久 「鉄腕稲尾の人生論」
◇ 7・13 沖縄担当大臣 尾身幸次 「沖縄新大学院大学構想について」
◇ 8・14 三井物産戦略研究所所長 寺島実郎 「２１世紀の日米関係と沖縄」
◇ 9・18 慶応大学経済学部教授 金子 勝 「アメリカのバブル破綻と日本経済の動向」
◇10・ 9 弁護士 堀田 力 「生きがい大国への道」
◇11・13 ジャーナリスト 歳川隆雄 「小泉訪朝の内幕と朝鮮半島情勢の行方」
◇12・11 日本共産党委員長 志位和夫 「日本外交、日本経済の未来と日本共産党」
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２００３年 米英がイラク戦争 邦人外交官２人がイラクで殺害される
新型肺炎（SARS）が世界的流行 沖縄都市モノレールが開業 台風14号が宮古島で猛威

◇ 1・15 岩手県知事 増田寛也 「地方の自立のために」
◇ 2・12 在日中国人ジャーナリスト 莫 邦富 「中国最新事情－日本企業がなぜ中国に敗れるのか」
◇ 3・ 5 法政大学総長 清成忠男 「新振計はベンチャーの気概で」
◇ 4・ 9 ヨット冒険家 堀江謙一 「未知への航海」
◇ 5・14 ジャーナリスト、アラブ研究者 平山健太郎 「イラク戦争後の中東」
◇ 6・11 東京大学医学部名誉教授 養老孟司 「脳と現代社会」
◇ 7・ 9 大阪大学産業科学ナノテクノロジーセンター長 川合知二 「ナノテクノロジーがひらく社会」
◇ 8・13 チャイコフスキー財団総裁 アンドレイ・シェルバック 「ロシア―沖縄を結ぶ音楽交流の提案」
◇ 9・10 エコノミスト 國定浩一 「阪神タイガース優勝の経済効果」
◇10・15 マサチューセッツ工科大学教授 ジェローム・フリードマン 「科学の力と沖縄大学院大学」
◇11・19 毎日新聞社編集委員 岸井成格 「総選挙の結果と今後の政局」
◇12・10 音楽評論家 青木 誠 「沖縄音楽の魅力」

２００４年 新潟県中越地震 陸上自衛隊本隊がイラク入り 台風上陸最多
北朝鮮拉致家族５人が帰国 沖国大に米軍ヘリ墜落

◇ 1・14 元自由民主党幹事長 野中広務 「今、日本を憂う」
◇ 2・10 前駐レバノン大使 天木直人 「これでいいのか日本外交」
◇ 3・10 アジア経済研究所参事 酒井啓子 「イラク復興と自衛隊」
◇ 4・10 堀場製作所会長 堀場雅夫 「自今生涯―産学連携と経営」
◇ 5・10 埼玉県志木市長 穂坂邦夫 「地方行政刷新と元気なまちづくり－ピンチをチャンスに変える」
◇ 6・ 9 韓国・世宗研究所首席研究委員 白 鶴淳 「金正日体制と韓国・北朝鮮統一の展望」
◇ 7・14 東京農業大学教授 小泉武夫 「琉球礼賛―泡盛、発酵食品、スローフード」
◇ 8・11 全米インディアンゲーミング協会研究部長 キャサリン･Ａ･スピルディ「カジノ･ギャンブルの社会的影響」
◇ 9・ 8 東京大学名誉教授 畑村洋太郎 「失敗学のすすめ」
◇10・13 国立民族学博物館教授 石森秀三 「観光立国の未来像」
◇11・10 大阪大学大学院医学系研究科教授 杉山治夫 「自分の免疫力でがんに克つ」
◇12・ 8 毎日新聞論説委員 高畑昭男 「ブッシュ再選と今後の日米関係」

２００５年

◇ 1・ 7 ジャーナリスト 田原総一朗 「２００５年、時代を読む」
◇ 2・10 前財務大臣 塩川正十郎 「日本政治のゆくえ」
◇ 3・ 9 駐日ブラジル大使 イヴァン・カナブラヴァ 「日本とブラジルの望ましい外交関係」
◇ 4・13 九州大学教授 石田正治 「沖縄ジャーナリズムの源流・大田朝敷を語る」
◇ 5・14 第一部 元副総理 後藤田正晴 「憲法と安全保障」

第二部 元ソ連大統領 Ｍ・ゴルバチョフ 「ペレストロイカ２０年後の世界」
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●…「♪固き土を破りて、民族の怒りに燃

ゆる島－」。それが沖縄なんだと、復帰運動

では声を張り上げて歌いました。評価はと

もかく、その運動は実を結び、沖縄の我々

は日本人としてのアイデンティティーを回

復しました。ちょうど３３年前の明日（５

月１５日）が復帰の日です。民族はネーショ

ン(nation)で、ナショナリズム(nationalism)

の原義です。ナショナリズムは、国家主義、

民族主義と訳されていますが、戦前は国粋

主義(ultra nationalism)と強く結びついて

いたため、戦後、ナショナリズムそのもの

が敬遠されてきました。しかし、国家は国

民の帰属意識によって成り立っている限り

において、自国を愛することはごく普通の

国民感情です。

●…石田教授が指摘したのは、明治時代の

沖縄において、日本に帰属する以外の道が

あったのかという問いでした。「ない」とな

ると、一日も早く同化することが沖縄の取

るべき道だと主張したのが太田朝敷です。

太田は、現実主義的な論調で日本への同化

を促した言論人でした。その意味では、日

本復帰を叫んだ運動と重なります。戦後の

復帰運動は、むしろ明治時代からの同化志

向を完結させる最後のムーブメントだった

と言えます。復帰によって、日本人として

の一体感は不動のものとなりました。

●…沖縄の復帰は、歴史の流れに沿った選

択と言っていいでしょう。日本に帰属する

以外の道があったのかと問えば、それは

「なかった」わけですから。つまり、太田朝

敷と同じ現実的な対応の結果です。太田朝

敷を事大主義者だと切り捨てることはたや

すいことです。しかしそれは、中国と日本

の狭間にあって現実的な対応をしながら、

それでも独自の文化を築いてきた沖縄の歴

史を「事大主義の歴史」として切り捨てる

のと同じことです。太田の真摯さの前では

謙虚にならざるを得ません。 （Ｎ）

編 集 後 記




