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はじめに
笠戸丸移民から100年以上が過ぎ、ブラジルに暮らす日系人の数は世界でも最多である。
その多くがサンパウロ市の近郊に住み、ブラジルでは少数派である中間層を形成し、リベル
ダージの東洋人街に象徴されるような日本的な生活様式を守りつつ、新たなる100年に向か
って歩みを進めている。が、日系人人口の高齢化に伴い、日本らしい生活文化を伝えてゆく
ことは、必ずしも容易ではなくなりつつある。若い世代は、ヨーロッパや合衆国と同じよう
に、ジャパニメーションやマンガを介して日本のサブカルチャーへの関心を高める傾向が顕
著であり、リベルダージをコスプレイヤーⅰが闊歩するのも珍しくはない。マンガを読みた
いから日本語を学びたいというブラジル人が日本語学校の扉をたたくように、日系コロニア
とは直接に関わりのない日本文化の影響力が浸透しつつある一方で、コロニアが伝えてきた
日本の生活文化は、若い世代にどのように継承されてゆくのであろうか。
老人クラブ連合会の芸能祭では、民謡や日舞の演し物が延々と続き、会場は大層な賑わい
を見せる。若い世代も祖父母の舞台の晴れ姿をカメラに収めようと姿を見せるものの、尺八
や三味線を習おうとしたり、日本舞踊のふりを真似しようとしたりはしない。ブラジル社会
に溶け込んだ３世４世世代ともなると、サンバのリズムには反応しても演歌のコブシに聞き
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入るようなことは稀である。家族関係が緊密なブラジル社会において、祖父母がたしなむ文
化を尊重しても、自らも踊ったり演奏したりするといった実践的な関心につながることは、
まず、ない。が、例外的に、歌と踊りの島とも称される沖縄系のコロニアにおいては、生活
文化としての歌と踊りが３世４世の世代にも受け継がれているのみならず、非日系人もその
文化に関心を寄せる。なぜ、沖縄の歌と踊りは世代を超えて、また、国境を越えて、人々を
惹き付けるのであろうか。

在伯琉球舞踊研究会の挑戦
多くの県人会組織は、その県の生活文化を若い世代へと継承してゆくことを試みているが、
必ずしも成果を上げているとは言い難い。動きの激しい徳島の阿波踊りや勇壮な和太鼓のパ
フォーマンス、YOSAKOI系の現代的な踊りは、広く非日系の人々にも受け入れられる傾向
が認められるものの、総じて日本の芸能はブラジル社会に広くアピールする要素に乏しい。
カラオケが一大ブームであった時も、カラオケという装置についての関心は高まるにしても、
カラオケとセットで入ってきた演歌は日系ブラジル人を中心に受容され、非日系人がこぶし
を回して熱唱することなどはまず無かったと云ってよいだろう。とりわけ日本生まれの１世
が好む日本の文化はサンバの国とは相容れず、ブラジル生まれの３世４世によって継承され
ることは極めて難しい状況にある。
こうした中で、沖縄県人会の芸能教室は非日系人を含むブラジル生まれの人々に大いにア
ピールする傾向があり、エイサーのような激しい踊りの教室は非日系人も交えて多くの参加
者で賑わっている。このように沖縄の芸能がブラジルに受け入れられる背景には、沖縄芸能
が有する独自の歴史があると考えられる。
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沖縄芸能には村落共同体で伝えられてきた民俗芸能と宮廷で発展した古典芸能の二つの大
きな流れがあるが、後者は琉球王府の士族の男性がその主たる担い手であった。明王朝と冊
封関係を結んだ琉球王国は、冊封使節を歓待するために国家をあげて芸能に力を注いだ。使
節の乗ってくる船を「御冠船」と呼び、使節をもてなして「御冠船踊り」の担い手となるこ
とは士族の子弟の誇りであった。「沖縄は、島国で資源も無く貧しいながらも独立王国でし
た。武器を持たない国家であり、礼を重んじる『守礼の邦』で、芸能を誇りにしていました。
御冠船踊りの芸能に携わるのは、士族の男性だけでした。摂政・三司官から任命された踊奉
行は、今の文化庁長官のような感じ」ⅱであると、玉城節子氏は述べている。芸能を重んじ
る武器の無い島であるがゆえにこそ「大和では名刀と言われた大小の刀を床の間に飾ってい
ましたが、沖縄では、名器といわれた三線を飾」ⅲっていたという。したがって、古典芸能
は日本本土の芸能がそうであるように、踊り手は男性であり、女性の踊りも女方の男性によ
るものであった。士族の男性のたしなみとしての舞踊は庶民の目に触れることもなかったが、
大きな転機が訪れるのが1879年の琉球処分である。薩摩藩の侵攻を受け「日清重属」となり
ながらも独立王国であった琉球王国を明治政府が強制的に排したことによって、古典芸能の
担い手である士族はスポンサーである王の退位とともに生活の糧を失ってしまった。
「職を
失った彼らは給料をもらうことができず、生活ができなくなる。芸に覚えのある士族階級の
元役人たちは、生活費を稼ぐため、古典芸能や組踊を演じて入場料を取るということを始め
た。いわゆるカマジー芝居と呼ばれるものです。
しかし、最初は珍しがって入場料を払って観ていた庶民たちでしたが、古典舞踊も組踊も
すべての動きがゆったりしており、歌もアーアー、ウーウーで退屈だとわかるようになると、
どんどんと客足が減ってきます。そこで、客を呼び集めるためには、観客を喜ばせ楽しませ
ようということになり、新しい踊りを創りました。それが雑踊です。そして、歌劇も創った。
これが沖縄芝居で」ⅳあると、島袋本流紫の会の二代目家元、島袋光晴氏は語っている。古
典芸能は日本本土の能がそうであるように、荘重で庶民にはなかなか馴染みにくい士族のた
しなみであった。その古典芸能が客足を伸ばすために大衆に受け入れられるように動きの派
手な歌舞伎のように変化してゆく。もう一つの大きな流れでもある民俗芸能の生き生きとし
た魅力も取り入れながら、琉球芸能は庶民の娯楽として飛躍的に成長し、かつ拡大してき
た。その典型が戦後にできた乙姫劇団である。能や歌舞伎の踊り手同様、古典舞踊の踊り手
は男性に限られており、沖縄芝居でも女性の役は女方の男性によって演じられていたが、
1947年に創設された乙姫劇団は女性のみの劇団であり、多くの優秀な女性の踊り手たちを輩
出した。この乙姫劇団の成功により、琉球舞踊の担い手が男性であったことは忘れられてし
まうほど、女性の舞踊家の活躍は目覚ましくなり、今日では踊りの師匠といえば女性である
ことがむしろ当たり前になっているⅴ。
ブラジルの沖縄社会においても同様であり、踊りの師匠たちの多くは女性であり、女性の
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力がその芸能の魅力を最大限にひきだしているとしても過言ではないだろう。沖縄舞踊の場
合、芸能そのものの歴史は宮廷社会の行事や祭司、民俗信仰などにその起源は遥かにさかの
ぼり得るものであるとはいえ、雑踊に象徴される明治時代以降に創られた比較的新しい伝統
でもあり、日本舞踊と異なり、閉鎖的な家元制ではなく開かれた芸能となっている点に大き
な特徴がある。こうした特徴はさらにおおらかなブラジルの社会においては流派をも越えて
文化伝承を試みるという画期的な動きとなっている。
祖国から遠く離れたブラジルの地で、琉球舞踊の伝統を守り続けることは容易ではない。
沖縄のコミュニティの場合、本土のコミュニティ以上に出身地との交流が深く、県人会組織
としてのみならず市町村レベルでの交流も交換留学生などを通して盛んであるが、細かい踊
りの型やしつらえ等を、いつでもどこでも確認できるような環境にあるわけではない。流派
を越えて互いに舞台運営に協力したり、踊りの研究をしたりするために在伯琉球舞踊協会の
設立が話し合われたのは1992年のことであった。現在は第４期目を迎えているが、2010年８
月の役員構成は以下の通りであるⅵ。

相談役

浦崎直秀

（琉球舞踊太圭流華の会・師範）

会長

城間和恵

（玉城流玉扇会ブラジル支部・師範）

副会長

具志堅シゲ子 （玉城流てだの会・師範）

第二副会長

栄野川ミヨ子 （玉城流小太郎会ブラジル支部・師範）

書記

知花千恵子

（玉城流小太郎会ブラジル支部・師範）

会計

島袋順子

（琉球舞踊太圭流華の会・師範）

第二会計

具志堅洋子

（玉城流てだ伯洋の会・会主）

監査役

宮城文子

（玉城流小太郎会ブラジル支部・教師）

第二監査

古我知ユリ子 （玉城流小太郎会ブラジル支部・師範）

企画部

金城節子

（玉城流玉扇会ブラジル支部・師範）
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在伯琉球舞踊協会のメンバーは各々の舞踊教室が発表会を開催する際に着付けや化粧、髪
結いを相互に手伝う等、流派の垣根を越えてブラジルの地に琉舞の文化を根付かせるための
努力を惜しまない。また、沖縄県人会が主催のイベントにも必ず歌と踊りで参加する他、県
人会の教室で若手の育成に励んだり、毎週木曜日に県人会館の会議室に集まり踊りの研究を
したりする活動を通してブラジルにおける沖縄コミュニティの精神的支柱にもなっている。
ⅶ
による琉球芝居の上演等を通して、
さらに、踊りのみならず、しまくとぅば（うちなーぐち）

若い世代にも沖縄独自の文化を継承してゆくための試みを続けている。沖縄県人会の会長を
して「在伯琉球舞踊協会の女性たちの力が無ければ各種イベントはなりたたない」と言わし
める程、その存在感は大きなものである。彼女たちの関心は教室経営よりも文化伝承におか
れているため、求められれば手弁当で教授に応じるなど献身的な努力を通してブラジルに琉
舞の新しい伝統を根付かせようとしている。
また、こうした女性たちのグループとは別に、３世の斉藤悟氏が玉城流扇寿会の若き師範
として後進の指導に当たっており、沖縄の舞踊文化は非日系の人々をも取り込んで、ブラジ
ルの地に大輪の花を咲かせつつある。NHKのBS放送が始まって以来、
「標準語」が文字通り
標準語になりつつあるコロニア社会において、しまくとぅばの復興をはじめ、楽器の演奏や
歌や踊りと云った芸能を通して沖縄独自の文化を次世代に継承してゆこうとする努力は注目
に値する。琉球芸能がブラジルのコロニアにおいて「創造された伝統」として発展してゆく
様子を今後も注意深く見守ってゆく必要があろう。

「道」としての煎茶
宮廷文化と大衆文化がうまく溶け合い、退屈になりがちな古典芸能に民衆の息吹が吹き込
まれて再創造された琉球舞踊は、その歴史的背景と担い手たちの献身的な努力によって、ブ
ラジル社会に確固たる地位を築きつつある。それに対し、内地の伝統文化はなかなか若い世
代に受け入れられない傾向が強い。例えば、老人クラブ連合会では百人一首の愛好家が集ま
りカルタに興じ、珍しい木の札に書かれた下の句を楽しそうに取り合っているが、こうした
生活文化は若い世代には伝わりにくい傾向にある。
末次由紀氏の競技カルタを題材にした『ちはやふる』は第二回マンガ大賞（2009）に輝い
た傑作であるが、まだポルトガル語等には訳されていないこともあり、こうしたマンガに連
動したムーブメントが起きるとしてもまだ先のことのようである。優雅に和歌の世界を楽し
むというよりも、上の句の数文字に反射的に反応して取り札をはじき飛ばす競技カルタはス
ピード感もあり若い人々が退屈するような性格のものではないものの、日本社会においても
競技カルタの一大ブームを引き起こすには至っていない。宮廷文化と大衆文化の融合である
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競技カルタは季節の風物詩であっても生き
た伝統文化としての力を有するには至って
いない。
琉球舞踊が二つの異なる性格をもつ文化
の融合によってうまれた洗練されつつも開
放的で明るい性格を有するのに対し、日本
文化はひたすらにそのストイックさが際立
つ。競技カルタも宮廷文化と大衆文化の融
合の産物であるが、ブラジルの太陽のよう
には明るくない。むしろ、武士道と同じく
精神修養としての性格が認められ、こうし
た傾向は他の芸事にも広く共通する。おも
てなしのために抹茶を用いるいわゆる茶道
のみならず、日常的に飲用する煎茶の味わ
い方を極めようとする煎茶道などはその典
型であると云えよう。煎茶道は江戸時代初
期に誕生した比較的新しい日本の伝統文化のひとつである。江戸や上方の文人たちによって
洗練された煎茶の嗜みは、明治維新から㐧２次世界大戦にかけての衰退期をのりこえ、1956
年に設定された全日本煎茶道連盟を中心に今日に伝えられてきた。ブラジルへの移民が盛ん
であった頃は、正に衰退期にあたるため、コロニアにおいては「創造された伝統」と云って
よいだろう。
サンパウロでは煎茶道静風流ブラジル灯楽会が活動しているが、その創始者である石本光
暁氏は、日蓮宗身延山南米別院鶏鳴時の総長であった石本恵明上人の義弟である。1988年に
ブラジル悠楽会を創設し、91年にブラジルともしび会に、2000年に灯楽会に改称し、今日に
至っている。1996年にはブラジルで初めての師範が４名誕生し、現在では18名の師範がブラ
ジル各地で煎茶道の指導にあたっている。サンパウロ市内にも７つの教室があり、後進の指
導が行われている。
ひな祭りや七夕といった四季折々にお茶会を開き、コロニアの人々に茶の心を伝える煎茶
道には、若い世代の日系人女性の姿も見られる。リベルダージの美仁着物で製作されるブラ
ジル風にアレンジされた着物ではなく、伝統的な日本の着物に身を包み、静々と茶を運ぶ少
女たちの姿は愛らしい。煎茶や玉露を、抹茶がそうであるように、一期一会のおもてなしの
ⅷ
一服にしつらえ、お茶菓子とともに恭しく頂く席は、エイサー のようなダイナミックさも

本嘉手久ⅸほどの華やかさも無い。が、おもてなしの心を極めようとする凛とした所作で、
ブラジルの民衆文化とは本質的に異なるエキゾチックな文化としてたち現れる。
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日本以上に日本的とも称されるブラジル
の日系社会は、
「道」を探求することにか
けても極めて「日本的」である。カラオケ
のような娯楽ですら「カラオケ道」とな
り、演歌も昔を懐かしむよすがとして口ず
さむだけでなく、カラオケの師匠の下で練
習に励むものとなる。余暇時間を楽しむ道
楽というにはあまりにもストイックな芸事
への取り組みは、まさにひとつの精神修養
である。それを武士道のように魅力に感じ
るブラジル人もないわけではないであろう
が、ブラジルの風土にはなじみにくい。日
系社会の文化がブラジル社会へとなかなか
伝播せず、ブラジル社会になじみきった３
世４世の世代に広く受け継がれてゆかない
理由は、この「道」を探求するかのような
姿勢にあるのだろう。だが、広く受け継がれてゆくことだけに意味がある訳でもない。関心
を抱くごく狭い層に愛好されながらも、末永く愛好され続ける文化であるならば、日系人の
「心」は受け継がれてゆくと考えることができよう。琉舞同様、比較的新しい伝統文化であ
る「煎茶道」がブラジル社会の中でどのような展開を見せてゆくのかを定点的に観察するこ
とには大いに意義があるであろう。

むすびにかえて
老人クラブ連合会で俳句教室の教師を務める栢野桂山氏は、日本語の俳句の文化はこの10
年、せいぜいのところ20年くらいしか保たないだろうと語る。ポルトガル語の俳句の文化は、
ブラジルの知識人らによって愛好されることはあるかもしれないが、日本語で心を詠むこと
ができる１世・２世の世代が世を去ると同時に、コロニア文芸の花形である俳句もやがてそ
の幕を下ろすことになるのかもしれない、と。生花や舞踊と云った直接的に言語を介さない
文化であれば日本語を母語としない人々にも受け継がれる可能性を有しているかもしれない
が、日本語の高い「言語資本（capital linguistique）
」を必要とする俳句や川柳が極めて難し
いことはいうをまたない。
高齢化が進み、日本文化を自らの文化として愛好してきた世代は、その文化を次の世代に
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どのように残してゆくことができるのだろうか。日系コロニアにおいて最大勢力を誇り、芸
能の島の魅力をたたえた沖縄のコミュニティの文化伝承と、
「道」として娯楽ですら精神修
養に高めようとする日本の伝統文化の可能性を、どちらの文化が優れているのかと云った単
純な比較論としてではなく、それぞれの文化がどのようにコロニアの中で、あるいはホスト
国であるブラジル社会の中で、受け継がれてゆくのかを注意深くみてゆくことが必要であろ
う。
主要参考文献
移民八十年史編纂委員会（1991）
『ブラジル移民八十年史』サンパウロ人文科学研究所
大道勇（2010）
『琉舞手帖』ボーダーインク
沖縄国際大学公開講座委員会（2005）
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注
ⅰ

コスプレイヤーとは、アニメーションやマンガ、ゲームの登場人物の衣装や髪型などをまとっ
て、その決めポーズ等を模倣する人々であり、世界コスプレサミットが開催される等、愛好家は
日本のサブカルチャーの浸透とともに世界中に広がりつつある。ブラジルもその例外ではなく、
サンバシーズンに工夫を凝らした扮装をする伝統とも相まって、愛好家は多い。

ⅱ

沖縄国際大学公開講座委員会、2005、47頁。

ⅲ

前掲書、48頁。

ⅳ

前掲書、290頁。

ⅴ

「最近では私も含めてそうですが、女性の舞踊家が一般的になっています。しかし実を言うと、
私たち世代の女性の踊り手たちの多くは新垣松含・渡嘉敷守安・玉城盛義・真境名由康・島袋光
裕・親泊興照・宮城能造などの男性のお師匠さんに弟子入りして、稽古をつけてもらいました。
これは当たり前のことですが、若い皆さんには、踊りの師匠さんと言えば、女性というイメージ
が広がっているようなので、あえて申し上げました」と（二代目を襲名した）宮城能造氏は語っ
ている。前掲書、247頁。

ⅵ

大道（2010）所収の「舞踊家名簿」に記載されている表現に聞き取り調査の際に伺った内容を加
えた。

ⅶ

沖縄方言とも表現される琉球ゆかりの言語。

ⅷ

沖縄の盆踊り。太鼓を叩きながらダイナミックに舞い祖先の霊を慰める伝統芸能。

ⅸ

恋する乙女心が主題の古典舞踊の女踊。「琉球舞踊の典型的な三曲で構成されて」（大道、2010）
おり、花笠を冠って登場することから「花笠踊り」とも称される。
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Field Note
The Cultural succession in Japanese Colônia
～On Ryubu and Sentya-do～
KINO, Yoko
One of the concerns of the Japanese community in Brazil is cultural succession. The
successor of the Japanese culture is in the decreasing tendency by aging in the first
generation. But, the culture of Okinawa is exceptionally popular in third generation or
more. The dance of Okinawa（Ryubu）is especially popular among not only the theird
generation but also brazilians.
The traditional arts of Japanese mainland is extremely stoic contrasting with the
culture of Okinawa. It improves manners of daily tea to mental training. Such a Japanese
culture might be exotic in a Brazilian society. It is contrasted with the

Okinawa culture

harmonized with Brazilian sociey. It is necessary to observe the future of two different
cultural successions.
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