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ジェンダーを考える ミリタリズムとジェンダー：沖縄女性学「うないイズム」考  

 

     I 「沖縄女性学」の契機                                                       

 

１ 1995 年の事件（米軍海兵隊員 3 人による少女暴行事件と県民総決起大会）                  

  

映画「沖縄 うりずんの雨」（上映日：2015/6/20） 

ジャン・ユンカーマン監督 

沖縄の“終わらない戦争” 

https://www.youtube.com/watch?v=AAX3anq2eQc

 

２「基地･軍隊を許さない行動する女たちの会」⇒「軍事主義を許さない国際女性ネットワーク」    

 

【米兵による戦後沖縄の女性に対する性犯罪】(1945 年 4月～2016年 5月) 

第 12版 高里鈴代/宮城晴美 作成 

http://www.jca.apc.org/~uratchan/gbmarines/henji/jyoseinohigai.html 

構造的性暴力：「軍事訓練における女性嫌悪主義」（高里鈴代）  

     cf. 2016年の強姦殺人事件 

男性の兵士化は、内なる女性性を敵視すること/女性の兵士化も、内なる女性性を敵視すること 

cf. 映画『ONE SHOT ONE KILL 兵士になるということ』2010 藤本幸久監督  

 

３ そもそも近代国家によって強化される二項対立的ジェンダー・ヒエラルキー          

（１）フロイトによる「男」と「女」：女性原理と男性原理の二項対立(cf.Sigmund Freud「人間モーセと一神教」) 

精神分析学のエディプス主体形成理論――「母性棄却」と「父の法」 

（２）近代教育における二項対立の図式と固定的性別役割： 

男性／女性、文化／自然、近代／前近代、文明／未開、主体／客体、戦争／平和、兵士／看護婦、 

（３）日本の近代化システムと母性イデオロギー      男＝公的領域、女＝私的領域 

1) 明治政府の近代化と近代的身体：富国強兵／優勢思想(人口政策･生殖の管理)／｢良妻賢母｣主義 

2)  明治の国民化プロジェクト（学制、徴兵制、国語、国史、国文学、公教育⇒ 想像
ナ シ ョ

の
ナ

共同体
リ ズ ム

） 

3)「女性(母性)神話」の形成 環境保護や反戦・反核の「メタファーとしての母性」 

4)  女性の国民化／女性の軍事化 ⇒ 女性と戦争参加 ⇒「銃後の母」「前線の女性兵士」 

（４）近代家族(親密圏)の成立と性役割規範（「男＝生産労働／女＝再生産労働」） 

 

４ さらに、シンシア･エンローは、ジェンダー格差も、女性の分断も、軍事化の始まりであると指摘       

（Cynthia Enloe, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives, 2000) 

（１） ジェンダー(内)格差から軍事化が始まる⇒女性の連帯を妨げ分断を推進するのが軍事化の第一歩  

・米海兵隊員による「少女暴行事件(1995)」に対する地元沖縄の「基地・軍隊を許さない行動する女た

ちの会」の運動と、「性差別主義的態度を取った海軍大将を非難することでメディアの関心を招いたワ

シントンを拠点とするアメリカのフェミニストたちとは、政治的平行線だった。⇒米軍人としてのキ

https://www.youtube.com/watch?v=AAX3anq2eQc
http://www.jca.apc.org/~uratchan/gbmarines/henji/jyoseinohigai.html
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ャリア形成を望む女性たちのために米軍内の性差別糾弾を優先 

・クリントン大統領による米軍の「ゲイ／レズビアン禁止令」解除のパラドックス 

軍人の美徳の見本のようなカマーマイヤー陸軍大佐を前面に出したメディア戦略の効果。それはアメ

リカ文化におけるホモフォビアは弱まったかもしれないが、その副作用として、軍事化の進行 

 

（２）「ハインツ社のパスタ入りトマトスープ缶はいかに軍事化されるか？」➤「日常」の軍事化 

『スターウォーズ』（1977）の武器をかたどったマカロニ入り。軍事化は軍隊のみにおいて起こるのでは

ない。したがって、「軍縮」とは、経済的格差や搾取をなくし、基本的人権が享受されているかが焦点。 

 

（３）｢女性神話」と｢女性兵士｣：二人の米軍女性兵士による神話の創出と神話の崩壊   

① 映画「ジェシカ･リンチを救出せよ Saving Jessica Lynch」  

2003 年 3 月下旬にイラク南部ナシリアで行方不明になった第 507 整備補給中隊

ジェシカ･リンチ上等兵を 4 月 2 日救出したとする捏造映像をもとに映画化。 

Censored Images of War (part 6) 5:41 

http://www.youtube.com/watch?v=U8QSRpnrWIE 

さらに「戦場においてレイプされかかった女性を救い出す男たちの物語」として 

 

②アルグレイブ･ショック―2004 年 4 月 28 日、米国三大ネットワークの一つ CBS テレビ「60 ミニッツ」 

で、アルグレイブ捕虜収容所における女性兵士リンディ･イングランドのイラク人捕虜「虐待」写真を公開 

 

（４） 女性の二極化 (「ひめゆり」 vs. 「慰安婦」）を脱するために「ジェンダー神話」を崩す 

・「多くの女性が戦争に関わり、多くの男性が平和主義者で良心的兵役拒否派」C.Enloe,1983 

・「母性」⇒「親性」、「育児性」、「次世代育成力」、基本的人権としての「産育権」へ、 

⇒両性の生命再生産の権利 

・人は人種･階級･ジェンダーなどが絡む多様な存在で、多様な他者と繋がる⇒複雑さ･曖昧さへの耐性  

 

軍事化／ジェンダー化される言説：「戦争／平和」のシンボルとしての少女像：（「殉国の乙女」、「君は恋人のた

めに死ねますか？」）「白旗の少女」、「ひめゆりの少女」、「1995年の県民総決起集会でスピーチした少女」…、

しかし「男性的･攻撃的基地vs.女性的･被害者おきなわ」のジェンダー構図に収めるだけでは何も解決しない。

⇒ 作家・大城立裕は、小説『カクテルパーティ』（時代設定1971年夏）の続編として、戯曲『カクテルパ

ーティ』(時代設定1995年夏)を発表。レイプされた少女の主体的な「その後の人生」を描いた。 

 「忌まわしい過去を乗り越えながら、今を懸命に生きる彼女の姿に、戯曲の舞台として設定した1995年八月の後に起

こった現実の出来事への、沖縄の作家としての大城の思いが込められているように思えてならない」(本浜秀彦) 

 

     

cf. 正子・R・サマーズ（1928～2016）『沖縄からアメリカ 自由を求めて！』（2017、原義和編、

宮城晴美監修・解説）      三歳の時に辻遊郭に売られ、戦争で慰安婦に招集されたが、

未成年だったことから他の「姉さん」たちとは別様に扱われ性的奉仕は免れた、という。戦後、

米軍人と結婚。現地女性と米国軍人との結婚第 1 号となり、米国へ渡り、苦難の末画家となった。 

http://www.youtube.com/watch?v=U8QSRpnrWIE
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   II     フェミニズムの理論と、土着の「うない (姉妹) 信仰」との出遭い       

 

１ そもそも沖縄女性にとっての「近代」とは                         

（１） 口承の文化から書承の文化へ 

植民地的
コ ロ ニ ア ル ・

近 代
モダニティ

の両義性――「読む女・書く女」の出現と「琉球」の喪失 

 

（２）女性祭祀組織と「うない信仰」 

「うない」とは、兄弟が姉妹(ウナイ)を呼ぶときの琉球語の呼称であり、今日では普通名詞の「女性」の

意味でも使われる。姉妹は霊力(セジ)をもっていて兄弟の守護神である、というのが琉球古来の「姉妹(ウ

ナイ)信仰」である。姉妹は兄弟の守護神であるという霊的・宗教的優位性によって、沖縄女性たちの役

割は、家々の「トートーメー（位牌）」や「火の神(ヒヌカン)」の礼拝、門中祭事の執行、さらには村々

の農耕儀礼の祭祀を担う神官職にいたるまで、公私にわたるすべての祭祀・宗教行事に及んでいる。 

  

「近い頃まで、国家最高の神官なる聞得大君以下地方の神職なる祝々が、神と称せられたのはもちろんのこと 

其処では今なほ、一切の女人が、其兄弟等に、『をなり神』として崇められてゐる」(『伊波普猷全集』第5巻 p.5） 

 

 

２ 1985年 国連女性会議(ナイロビ大会) ⇒「うないフェスティバル」(1985年～現在に至る)    

国連の女性会議：第1回メキシコ（1975年）、第2回コペンハーゲン（1980年）、第3回ナイロビ（1985年） 

1985年の第3回世界女性会議ナイロビ大会に参加した女性たちは、「 女
ジェンダー

」というもの、「 沖 縄
エスニシティ

」というものに本質

主義的にこだわって、「姉妹
ウナイ

」という古代信仰の言説を身に纏う。ナイロビ大会は、第二波フェミニズムの運動が世界的

に展開する契機となった大会であり時代変革への息吹に充ちていた。その「ナイロビの風」を持ち帰った女性たちの帰国

報告会「女から女たちへ」で、「うないフェスティバル」は発案された。実行委員・源啓美の祖母の言葉から「ウナイ」

が甦り、議論を経て議決された。 

｢姉妹
ウナイ

｣という民俗信仰の精神を復活させたうないフェスティバルは、1985年以降の沖縄における女性運動を牽引して超

党派の市民運動や政治活動、さらには文化運動を展開している。現在、社会的影響力を持つ沖縄の女性運動のほとんどが、

うないネットワークに連なっているといっても過言ではない。沖縄初の女性だけの芸能団「乙姫劇団」の衣鉢を継ぐ「劇

団うない」や、｢杣山訴訟｣の原告団「人権を考えるウナイの会｣、そして女子サッカーの「FCうない」や、シンガーソン

グライターCoccoの歌「ウナイ｣もある。地元紙「琉球新報」では女性の戦後史を「うないヒストリー」というタイトルで

綴り、戦後の婦人会や女性運動の変遷を回顧して「うないの世替わり」というタイトルでシリーズ化した。 

 

３ 1995年 国連女性会議(北京大会) ⇒ 「うない」たちの行動 強姦救援センター(REICO)の立ち上げ     

1995年には第4回北京女性会議が開催され、約4,000人のNGOフォーラム参加者が世界中から参集。当時の沖縄県知事（大

田昌秀）の肝いりで、沖縄からも「トートーメー継承問題」や「軍隊：その構造的暴力と女性」など11のワークショップ

を用意し、約70名の参加団が結集。ところが折も折、参加団が北京大会で基地暴力の被害を訴えていた最中の9月4日に、

沖縄県北部で3人の米兵が小学生の少女を拉致して強姦する事件が起こった。これまでの性暴力事件は被害者の意思で公表

されないことが常だったが、この事件は、被害者の小学生が「私のような目に遭う人が出ないように」あえて事件の公表

に踏み切ったことから、一斉にマスメディアで報じられることとなった。北京会議に参加していた女性たちは、もう二度

とこのような悲劇を繰り返してはならないという固い決意で、ただちに「少女暴行事件に抗議する声明を「北京実行委員

会」の名のもとに発表し（9月11日）、急きょ沖縄へ帰って抗議のための県民大会（10月21日）の準備に取り掛かった。 

10月21日の県民総決起大会の横断幕のスローガンは、最終的には「米軍人による少女暴行事件を糾弾し日米地位協定の
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見直しを要求する沖縄県民総決起大会」と決まった。北京女性会議から帰国したばかりの女性メンバーによる「戦争基地

と強姦がいかに密接に結びついているか」という基地暴力の構造性への視点。性暴力は、個人的な問題として扱われ秘す

べきものとされてきたが、じつは、個人的な問題として私的領域に追いやられていた問題こそ、非常に政治的な問題とな

る。しかも強姦は、人間としての尊厳を破壊する「人権侵害」である。さらに、表象のレベルでは、強姦は自由意志を蹂

躙し、語る主体を抹殺する行為であり、植民地主義の抑圧の隠喩でもある。この県民総決起大会の横断幕に掲げられたス

ローガンは、米軍基地反対闘争に「ジェンダー」の視点が初めて導入されたという意味で、画期的なものだった。 

４ うないイズム：「植民地的
コ ロ ニ ア ル ・

近 代
モダニティ

」への抵抗主体として                                  

①「うない」という名を掲げた一つ一つの運動体が、いわば、政治的代表性と表象を自らの手に取り戻す実践をしてい

ると考えられる。その実践の中で「伝統的文化」と「フェミニズム」が従来考えられなかったようなかたちで結合してい

る。近代の受容の過程で、いわば先祖返りのように「姉妹
ウナイ

」という言葉を現代によみがえらせた「うないフェスティバル」

は、1985年の第一回から毎年開催されて沖縄女性を鼓舞しつづけている祭典であり、フェミニズム第二波と民俗信仰との

親和性を示す稀有な例と言える。 

②「姉妹
ウナイ

」の言説を纏うことは、日本文化そのものへの対抗的アイデンティティを強化することである。たしかに明治

政府による女性教育は、儒教で許されなかった学問の道を沖縄女性に拓き、沖縄女性を儒教道徳によるがんじがらめの状

況から解放する契機となったことは否めない。しかし、解放された先には新たな家父長制である良妻賢母イデオロギーが

口を開けて待ち構えていた。それは、労働力を誇り経済的にも自律していた沖縄女性を、私的領域に閉じ込めるものであ

り、｢植民地的近代｣の枠内での解放にすぎないわけで、当然、沖縄女性たちにとっての葛藤・矛盾となって現われる。反

発力を強めて個性を発揮するためにも、「姉妹
ウナイ

」の言説を纏うことは、みずからをエンパワーすることになる。         

③「姉妹
ウナイ

」の言挙げは、女性抑圧のもう一つの極である近代合理主義に対する自己防衛のために、文化・伝統の本質に

戦略的にこだわっていく、一種の民族運動を展開することであると考えることができる。近代化による合理化・均質化の

波をかぶると、流されまいとして何かにしがみつく。とりわけ非合理的で、非均質的なものならしがみつくのに格好のも

のとなる。それは時代の波に逆行するかのように、ことさら伝統的な民俗儀礼を纏い続けることかもしれないが、ともか

くそこには対抗的に文化の客体化が起こる。近代化という啓蒙的な流れに掉さすしかないことを知りながら、それでもこ

の前近代的な民俗信仰を新しい文脈に置き換えて対抗的なアイデンティティを醸成し、当座のしのぎとするわけである。

たしかにしがみつき
・ ・ ・ ・ ・

は一種の物象化
reification

や客 体 化
objectification

をともなうものではあるが、「そのままでいいんだよ」とされる言説空間

（親密圏）を構築することで、もう一つの自己認識・自己肯定を許容することにもなる。対抗的アイデンティティの形成

基盤を前近代的な民俗信仰におくことは、他のアジア諸国でも見られることなのかもしれないが、ともかく沖縄では、近

代合理化の波に洗われるごとに、埋もれていた「姉妹
ウナイ

（神）」がその地肌を徐々に露わにして、未来のために甦る。 

 

５  Gayatri Spivacの「戦略的本質主義」の概念を借りて、「抵抗する沖縄女性の連帯」を構築 

第２波フェミニズムは、生物学的宿命論から解放されるために社会構築主義的な「ジェンダー」を発見。「女性」「男性」

という二項対立的なカテゴリーは社会的・文化的に作られたものであり所与の本質ではない、と。しかも1990年代には、

ポスト構造主義の言語学的転回によってあらゆるカテゴリーが言説の産物ということになり、ジュディス・バトラーの「パ

フォーマティヴィティ（行為遂行性）」(Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990)では「女

性」が脱構築され霧散霧消してしまう。しかも2000年代には、基盤主義や本質主義に基づくアイデンティティ・ポリティ

クスの陥穽が強調され、｢女性｣という統一的なアイデンティティにこだわることの欺瞞が指摘された。しかしそれでも抑

圧的な状況に抗うためには、連帯のための「沖縄女性」を立ち上げる必要があり、あえて「戦略的本質主義」を援用する。 


