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政策科学・国際関係論専攻における社会学的

フィールドワークの可能性

鈴木規之

序論

筆者は、現在、政策科学・国際関係論専攻において、主に国際社会学・地域

研究の講義を担当している。政治学を中心とした学際的なカリキュラムを特長

とする本専攻では、これまでの文献への依存にかたより、また、ともすれば受

け身になりがちな学生への教育を改善するため、さまざま試行錯誤を重ねてい

るところである。基礎ゼミ、コンピューター・リテラシー教育の徹底、本専攻

学生のための外国人教員による基礎英語演習などとともに、フィールドワーク

の導入も本格的に検討され、1996年度後期に初めて実施された。

筆者が教育を受けた社会学の分野では、おおむね「社会調査実習」が必修科

目となり、学生はフィールドワークによって第１次資料を収集する。このこと

は、無限の社会的事実を自らのパースペクティブで切り取ることを意味してお

り、作業仮説の実証のために不可欠の作業であった。社会学においては、この

ような研究スタイルが重視されてきたが、政策科学・国際関係論の基盤となっ

た政治学の分野では、政治意識や選挙に関わる領域を除いて、フィールドワー

クは軽視されてきた')。しかし、政治学において政策科学的な視点が重視され

るようになると、政策提言のためのフィールドワークの必要性が次第に認識さ

れるようになり、「調査なくして政策なし」と言われるに至った2)。また、国

際関係論の領域でも、これまでの国際政治学や外交史に加えて国際社会学や地

域研究が導入されると、フィールドワークの重視が多くの大学で叫ばれるよう

になった3)。今日では、学部生の海外でのフィールドワークも珍しくなくなっ

てきた`)。
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政策科学・国際関係論専攻も、このような流れの中で実験講座としてスター

トし、１年次の学生にはコンピューター・リテラシー教育をまず実施した。そ

のうえで、データ処理・分析にあたってエクセル、クラリスワークス、ＳＰＳＳ

などの統計ソフトまで用いるフィールドワークを、２年次学生を対象に実施し

たのである。

フィールドワークにも様々な形式があるが、ここでは、前述のような「社会

的事実を自らのパースペクティブで切り取る」社会学的な調査となった。これ

は政策科学においても国際関係論においても、文献や単なるインタビューのデー

タの収集ではなく、「問題解決」型の手法が求められているためである。近年

の大学改革の動きの中で、一方的に与えられた知識を詰め込んだだけの学生ば

かりが社会に送り出されていることが批判され、複雑な社会現象の中で生じた

問題の解決のために、自ら企画・立案・行動できる能力を持つ学生の育成が、

大学の責務となってきているのである5)。

大学によっては、例えば立命館大学の政策科学部のように、問題解決型のカ

リキュラムを策定し、１年次一基礎演習による問題発見、２年次一フィールド

ワーク、３年次一専門演習による探究、４年次一卒業研究による成果の発信と、

４年計画の中でフィールドワークを位置付けているところもあるの。政策科学・

国際関係論演習では、２年次の後期という半期で、この問題解決型の手法を一

貫して行ったのである。設定したフィールドワークのテーマは、ジェンダーロー

ル、開発と発展、NGO、食文化、基地からの影響、エスニシティであった。

学生はこのテーマを自ら展開・発展させたのち、調査票を作成してフィールド

ワークを実施し、データの分析、レポートの作成、インターネットでの発信を

行った？)。

以下の第１章から第５章は、フィールドワークの成果である`)。
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注

１）もちろん、政治学の分野（国際政治学を含む）で、フィールドワークを全くして

こなかったわけではない。しかし、多くの場合、文献の収集やキーパースンヘのイ

ンタビューが主であり、「社会的事実を自らのパースペクティブで切り取る」よう

な社会学的なフィールドワークではなかった。

２）このような視点で書かれたものに、森靖雄「地域調査入門－その技法とノウハウー」

自治体研究社、1996年がある。

３）このような視点でのフィールドワーク論に、佐藤誠編『地域研究調査法を学ぶ人

のために」、世界思想社、1996年がある。

４）筆者も、これまで数回、タイ調査の際に２～３人の学生とフィールドワークに出

たことがあるが、今のところ第三世界の現場を体験させるというレベルに止まって

いる。しかし、この現場体験をきっかけとして、大学院で本格的なフィールドワー

クを行っている学生を育てることができたことは、望外の喜びである。

５）このような能力をもった学生を社会で活用するためには、現在の公務員試験のあ

り方（とりわけ法律の知識の詰め込みを要求するような）は至急改めるべきであろ

う。

６）山口定「政策科学部の課題と展望」『政策科学」創刊号、立命館大学政策科学会、

1993年。

７）佐藤郁哉は、今回のように、社会学者がよく用いるアンケート調査はフィールド

ワークではなく、サーベイであるとしている。しかし、いずれのテーマもアンケー

ト調査だけではなく、フィールドに出てヒアリングやインフォーマントとの関係の

構築に努めており、フィールドワークとして十分成立していると考える。

佐藤郁哉『フィールドワークー書を持って街に出よう－』、新曜社、1992年。

８）第１章～第５章は、筆者が指導した学生のレポートを、筆者の責任で加筆修正し

たものである。とりわけ、第１次資料として公表する意味のある部分を抜粋した。

エスニシティについては、公表に値する第１次資料が得られなかったため割愛した。

なお、６本のレポートは、http:／／trekkers､lLu-ryukyu.ac犯／fieldwork・

ｈｔｍｌで公開している。
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第１章家庭内におけるジェンダーロール

ー結婚は人生の墓場か？－

１．はじめに

近年、女性の社会進出が進むにつれて、今までの男女の性差による役割分担、

すなわちジェンダーロールが見直され、かつ重要な研究対象ともなっている。

ジェンダーロールは、社会のいたるところで見られるが、それらすべての事

象を取り扱うのは、至難の技である。ジェンダーロールが男女の性別に強く関

係するものである以上、その特質が最も顕著に現れるのは、やはり男女が営む

結婚・家庭生活においてである。そこで、このテーマを研究するにあたって、

｢家庭生活におけるジェンダーロール」を、調査対象として限定した。それに

ともなうサブタイトルは「結婚は人生の墓場か？」である。

「結婚は人生の墓場」とか、「結婚生活は妥協の連続」などという言葉があ

る。このような冷えきった結婚生活は、まさに「地獄」と言えるであろう。な

ぜこのようなことが起こり、なぜ二人の間にあったはずの「愛情」が消えてし

まうのだろうか。もちろん、結婚にはさまざまな形があり、それは個人それぞ

れの価値観によるものである。その中には、当初から愛のない結婚生活という

のも存在するに違いない。しかし、今回のフィールドワークを実施するに当たっ

て、結婚生活は「愛情」にもとづいて成り立っているものと考え、そのような

状況において、なぜ結婚生活にマイナスのイメージ（地獄、妥協、うとましさ、

空虚さ等々）があるのか、また、「結婚生活は地獄」というのは、実際そうい

えるのであろうか、という視点から次のような仮説を立てた。

その仮説とは、「夫婦間のジェンダーロールのギャップが、結婚生活の不和

の原因となっている」というものである。ここでいうジェンダーロールのギャッ

プとはすなわち、女性の方が男性より家事、育児、介護について大きな負担を

背負っているということである。また、ジェンダーロールの認識については、
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結婚前の「理想」と結婚後の「現実」のギャップもかなり大きい。このことも

考慮に入れる必要がある。

そこで、仮説を実証する手段として、次のような調査を行った。「理想の結

婚像についてのアンケート」は、琉球大学の男子学生50人、女子学生50人を対

象に行った。「現実の結婚生活|こってのアンケート」では彼ら学生の両親と、

現在保育園児を持っている両親で、計65組（夫65、妻65）、総勢130人が対象

者となった。調査方法は、調査表を配布して、自ら記入してもらい、その後回

収した。

分析の方法としては、「理想の結婚像」（学生対象）と「現実の結婚像」

(一般夫婦対象）のアンケートにおける男女の意識の違いを、家事、育児の項

目ごとに比較した。

２．家事におけるく理想の結婚生活像と現実の結婚生活像〉

の対比

家事におけるアンケート上の質問項目としては「生活費を入れる」「家庭の

重大決定」「調理」「洗濯」「家庭内の整理整頓」「日常の支出決定」「後片

づけ」「買い出し」等の役割をどちらが担当する（したい）のか、または共同

で行う（行いたい）のかを聞くものであり、これは、学生・親へのアンケート

に共通する質問項目でもあった。この項目における結果の分析を以下に述べ、

男女間の意識のギャップ、そして理想と現実のギャップを比較する。

（１）理想の結婚像では…

まず、家事についての結果を述べる前に、男女ともに、「共働き」について

これを完全に容認していることを前置きしておく（男女ともに1o0％の結果が

出ている）。これは、最近の女性の社会進出の増加という現象からも納得でき

る結果である。しかし、「生活費について」の意識を見てみると、図１－１に

示すように男性の多くが「自分が入れる」と答え、一方女性の40％近くが「相
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手に期待する」と答えている。これは、「一家の大黒柱は夫である」という意

識が学生にも残存していることを示している。

〈生徒用アンケートより〉

図１－１

図１－２

共働きを望む傾向とも重なるが、図１－２の洗濯の家事分担に示すように、

女性の大半の意識は、「共同」で家庭内の家事を分担したいというものである
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ことが、明らかになっている。しかしその一方で、家庭内の家事は女性が行う

べきという意見も決して少なくはない。多少の差異はあるものの、この女性の

意識は他の「調理」「後片づけ」「家庭内の整理整頓」等家庭内の家事となる

項目でも同様の傾向を示している。次に、男性側の意見としては、これも共働

きを認める傾向から、家庭内の家事を共同で行い、「女性側の負担を軽くして

やるべきだ」という意識も見られるが、やはり家庭内のことは女性が担当し、

男性が生活費を稼ぎかつ家庭の大黒柱となるべきという意見が多い。これら理

想像についてのアンケート結果から表れた男女の意識をまとめると、女性の意

識としては「家事は共同で負担していきたい」と考えており、この事は現代社

会における性差に対する大半の女性の意見と一致する。一方男性側は先述のよ

うに、女性側への譲歩も見られるが、ジェンダーロールについて保守的な意見

が多く、両者の「ギャップ」が認められる。

（２）現実の結婚像では…

学生の意識調査では、「共働き」について、男女とも100％容認していた。

では実際の結婚生活ではどうであろうか。調査の結果を分析すると男性は100

％「働いて」おり、それに対して女性は「常雇で働いている」人が32.3％、

｢パート」で働いている人が41.5％、「働いていない」人が26.2％となってい

る。すなわち、働く女性の割合はパートを含めると73.8％とおよそ４分の３を

占めていることになる。それでは、家事の分担はどうなっているであろうか。

図１－３に示すように「調理」については、女性のほとんどの割合を占める

のが「自分が担当する」という回答であり、現実の結婚生活においては妻に任

せっきりの状況であることが認められる。「洗濯」「買い出し」「後片づけ」

｢家庭内の整理整頓」「日常の支出」等の項目においても概ね同様の結果が表

れている。また注目したいのが、男性側の「あまり考えない」という回答が多

いことである。この事から、普段から男性が家庭内の家事について、関心が低

いということが認められる。一方、生活費や家庭の中での重大決定の面におい
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図１－３＜親用アンケートより＞

図１－４

ては、やはり夫にゆだねられている状況が、図１－４から読みとれる。

以上述べたきたようなギャップは、図１－５に表れているように、女性側の

男性に対する、家事についての不満となって、顕著に表れている（女性の答え

で「ある」「ややある」が40％）。
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図１－５＜親用アンケートより＞

（３）両者の比較は…

現実の結婚生活において、一般的には家事における女性の負担が大きいため、

その反映として学生の理想像においては、女性の大半の意見が「共同で負担」

となっているのであろう。一方男子学生においては、理想面の「女性側への譲

歩」の意見が割合多いことが、最近の社会的傾向とも言えるのだが、現実面に

おいての「男性のやっているつもり意識」の存在を考慮に入れると、彼らが将

来の夫婦生活において、夫婦二人が納得いくような家事分担が実現できるかど

うかは、定かではない。

３．育児における〈理想の結婚像と現実の結婚像〉との対比

（１）理想の結婚像では…

育児については、家事ほどの明確な役割分担は表れていない。けれども、

｢食事」「おむつがえ」「夜泣きのの世話」等、育児の中でも手間暇のかかる

ことに関しては、男女間でギャップが見られる。これらでは、どれも男性側の

｢相手にしてほしい」と女性へまかせようとする意識が、他の項目に比べ多く
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見られる。逆に、男性が「一緒に（共同で）行いたい」または「自分が担当す

る」つもりと考えているのは、「遊び」「入浴」の二項目についてである。こ

れらは、先ほどあげた「食事」等に比べ、ある程度の娯楽性を伴うものである

ため、男性の方にもこれらへ参加することへの積極的な意識が見られたのだと

思われる。

以上に対して、女性の方はというと、予想通り「二人で一緒に行いたい」と

の意識が全体的に高く、どの項目においても６割以上を占めている。「家事」

に次いで、育児についても女性は男性の積極的参加を期待することを表してい

ると言える。

（２）現実の結婚生活では…

「食事」「おむつがえ」「送迎」については、主に女性が担当しており男性

のこれらへの参加はほとんど見られず、これは学生の理想像とも重なっている。

また、「遊び」「入浴」についても理想像と同じ傾向が見られ、男性は家にい

る時は極力これらを行っているようである。

以上のような実態において、育児について不満のある人は、男性＝7.9％、

女性＝38.5％と大きな差が見られる。育児においても、やはり女性の方に負担

がかかっているということが示されている。また、全体的に見て「特に考えな

い」という意見が多く見られたのは、もうすでに育児を終えている（または手

間のかかる時期が過ぎた）夫婦が多かったのだろうとということからだろうと

考えられる。

（３）両者の比較

家事に比べると、理想・現実とも男性の「共同で行う」意識は少しは多く見

られる。しかし、理想において「共同で行う」意識が比較的高いのに対し、現

実にはほとんど共同では行われていないという大きなギャップが見られる。
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４．おわりに

「家事」「育児」とを単独でとらえると、それぞれに不満を持っている女性

は、家事では40％、育児では38.5％と多い。しかし、「家庭内全体の問題」と

して家事、育児への不満を見てみると家事では9.2％、育児では15.4％と低い

数値を示した。この結果から、結婚生活において家事、育児の役割分担に不満

を持っているものの、家庭不和の直接的な原因とはなっていないようである。

このように、家事や育児が家庭不和の直接的原因にならないのは、女性が家

事や育児を負担するのは当然という意識が親世代の男女とも根底に流れている

からであろう。「男は仕事、女は家庭」という性役割が社会意識の中に未だ根

強く残っており、それが現実の結婚像（親用アンケート）には顕著にあらわれ

ているのである。また、この事実は学生の理想の結婚像にも反映されている。

理想の結婚における家事分担は女性に関しては「共同で行う」という意見が圧

倒的だと考えられたが、「家事は自分が行う」と考えている女性もかなり多く、

予想を覆すものであった。男性に関しては予想通りであり、「相手に家事を担

当して欲しい」との意見が最も多く、そのつぎに「共同で行う」という意見が

来た。

これらのことから分かるように、男性の固定的な性役割の意識は特に強い。

女性に関しても、社会進出、地位向上が叫ばれ、以前に比べて意識が変化して

きたといっても、いまだ固定的な性別分業の意識に囚われているといえる。

学生のアンケート調査の結果、家事、育児において、女性が「自分が担当す

るつもり」という選択肢を選んでいる割合が、どの項目に関しても20～30％を

しめていることからもわかるように、約３割の夫婦はジェンダーロールに対す

る意識の相違から、女性負担型（妥協型）の家庭生活になるのではないかと予

想される。現実の結婚生活についてのアンケート調査の結果にも現われた、

「ジェンダーロールのギャップに対する不満」が結婚後表面化することをなら

べく避けるには、結婚前にふたりの間で結婚後の生活における役割分担につい
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てよく話し合い、ジェンダーロールに対する意識の相互理解が必要であろう。

しかし、約３割の夫婦にはこのような結果が出たが、学生のアンケート調査

における、家事、育児に関する項目で、「共同で行いたい」という選択肢を選

んだ女性が50％を超えていることから、その人達が将来結婚して、現実に家事

や育児を行うとき、そのままその考えが反映されるかもしれない。これは学生

のアンケート調査における、男性の家事、育児に関する項目で、「共同で行い

たい」または「自分が担当するつもり」という選択肢を選んだ男性の割合が、

約40％をこえることからもわかるように、男性の積極的な家事、育児の参加の

意思も加わることにより、可能性の高いものであることが分かる。しかし、男

女間のギャップは依然として存在しており、女性の社会進出がさらに進む将来

においては、固定的なジェンダーロールを生み出している社会構造の変革、お

よび夫婦自身の意識変革がなければ、結婚生活を破綻させる原因となることで

あろう。
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第２章観光／リゾート開発は住民のためになるか？

一恩納村を事例として－

１．はじめに

沖縄を訪れる観光客数は復帰後順調に増加し、1993年の観光客数は、3,186,

800人で復帰時の7.2倍となった。観光収入も大幅に伸び、復帰時の11倍近くに

達した。観光収入は、現在、県が外部から受け取る収入（県外受取）の中で、

国から県への財政移転収入55.9％につぐ17.9％を占めている。よって観光は、

観光客へのサービスを対価に外から円を稼ぎ出す輸出産業として県経済の中で

重要な役割を担っている。観光産業が飛躍的に伸びた要因としては、沖縄一本

土間の航空路・便数の増加や県内ホテル・リゾートの増設と整備、沖縄観光キャ

ンペーンの展開、県内イベントの定着と大型コンベンションの開催、修学旅行

の斡旋、県内マリンスポーッの充実などを通して、国内リゾートとして沖縄の

イメージが定着し、本土からの観光客が沖縄を観光地として認めてきたことが

考えられる。

この「リゾート」は住民にどのような影響を与えているのだろうか。観光／

リゾート開発は住民のためになっているのか。沖縄のリゾート開発は成功と言

えるのか。以上の問題意識をふまえて、沖縄の観光／リゾート開発の中心となっ

ている恩納村について、住民の意識を中心に調査・分析を行った。

２．恩納村のリゾート開発の現状一恩納村役場からのヒアリ

ングより－

恩納村のリゾート開発の現状は以下の通りである。主要ホテルの宿泊客数は

平成５年で141万人で、宿泊客の平均消費額を２万円とすると282億円となる。

この金額は農業粗生産額17億円（1992年）の17倍、商業販売額83億円（1991年）

の3.4倍、工業出荷額1.6億円（1992年）の176倍である。
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1990年度の統計によると、第三次産業が全就労者の63.3％でそのうちサービ

ス業が37％であり、雇用効果が出ていると言える。しかし、現在ではバブルが

はじけ、リゾート開発計画のほとんどが滞っているため、企業の買い占めた土

地が宙に浮いたままになっている。また、自然環境及び生活環境の破壊につい

ては、森林の消失や交通渋滞、騒音などの問題が、さらには、集落内の構想マ

ンション等の建築に伴う建物からの威圧感、プライバシー保護、日照権の問題

などが生じている。

このような現状に対して、村のリゾート開発に対する態度・方針については、

①いままで恩納村としてリゾート開発の誘致を行ったことはなく、開発は企業

主導型で行われた②バブル期の開発ラッシュが無秩序な開発を生んだため、１９

９１年に「恩納村環境保護条例」を制定、開発可能地域と住宅地域を区分けした

③今まではリゾート企業と地域のつながりが薄かったが、これからは積極的に

観光振興を推進する、の３点がヒアリングによって得られた。

３．恩納村の人々の意識一アンケート調査より－

アンケート調査の方法は以下の通りである。

･サンプル数：100人

･日時：1996年12月19日～1997年１月16日

･地域：リゾートホテルが密集している恩納村において、恩納村民及び企業の

従業員を調査

･調査方法：面接と自記を併用

･性別：男女ともに50人

･年代：①10代１０％②20代２３％③30代２１％

④40代２３％⑤50代１０％⑥60代以上１３％

まず、単純集計の結果を明らかにしよう。リゾート関係の職業の人々と、関
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係ない人々がちょうど50％ずつ二つに分かれている。リゾート施設の利用につ

いては、「よく利用する」１１％、「たまに利用する」４０％、「ほとんど利用し

ない」４８％、「無回答」１％となっており、これも利用する、しないで二分さ
れている。

リゾート施設の周りの自然環境への影響については、「悪化した」と思う人

(45％）が、そう思わない人（23％）のほぼ２倍である。「わからない」人も

全体の３分の１を占めている。リゾート開発による恩納村の経済状況への影響

については、「良くなった」と思う人が57％と過半数を占めている一方で、そ

う思わない人は15％と少数派となっている。「わからない」人も全体の４分の
１を占めている。

リゾート施設の存在については、「あるほうがいい」と思う人が74％で大半

を占めている。そう思わない人はわずかに６％である。「わからない」人も全

体の５分の１を占めている。環境保全と経済発展のどちらを優先させるかにつ

いては、環境保全を優先する人が53％と過半数を占め、経済発展を優先する２１

％を大きく上回っている。

最後に、リゾート開発は成功したかという設問については、「はい」３９％、

｢いいえ」２４％、「わからない」３７％と見事に三つに分かれている。これが恩

納村民の偽らざる気持ちではないかと思われる。

開発によって確かに経済的には発展はしたが、自然環境は悪くなった。環境

保全を重視すべきなのだが、リゾート施設は必要だ。これまでの開発は成功し

ているか？と聞かれると判断に迷う。全体的に見て、恩納村民の意識としては

このようなものであろう。

以上の単純集計の結果をもとに、つづいてクロス集計による分析を行う。ま

ず、性差による意識の分析である。

図２－１に示すように、リゾート施設の利用については男女差が顕著に見ら

れる。男性は「よく利用する」「たまに利用する」をあわせた数が全体の76％
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図２－１性別×リゾート施設利用

図２－２性別×リゾート施設の有無

を占めるが、女性においては36％しかない。リゾート施設利用に対して男性の

方がより積極的であるといえる。

図２－２に示したリゾート施設の有無の評価についてははっきりと男女差が

出ている。男性の方が女性よりリゾート施設に親近感を持っていると考えて良

いだろう。

図２－３に示した環境保全と経済発展の選択については、男性の方が、女性
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よりも「経済発展」重視の人が多い。これは、男性が家計に対して責任をもつ

度合が高い現状では、当然のことであろう。女性の「わからない」40.4％が目

を引く。ただここで留意したいのは、この「わからない」の中には環境保全と

経済発展はどちらも重要だ、両立させるべきだ、という意見も含まれていると

いうことである。それをふまえて考えると、男性が白黒はっきりつける人が多

いのに対し、女性はやや暖昧、もしくはこの問題そのものが成り立たないと考

えている人が多いのではないだろうか。

図２－３性別×環境保全と経済発展のどちらを優先

■環境保全

国経済発展

圏わからない

ロ無回答

女

以上のように、性差による意識を分析すると、男性の方がリゾート開発の効

果をよりはっきりと認識し、女性は判断を避けている、あるいは下せないでい

るようである。

次に年代差による意識について分析しよう。

-125-



政策科学・国際関係論集創刊号（1998）126

図２－４年代×リゾート開発によって経済状況は良くなったか

(人）60代以上

５０代

４０代

３，代

２０代

１０代

■はい

圏いいえ

鬮わからない

ロ無回答

０ 10 2０ 3０

２０代以上で過半数が「はい」と答えている。１０，２０代で「わからない」が多

いのはまだ職業についていない人が多いためだろう。４０代における「いいえ」

の比率の高さが目に付く。

図２－５年代×環境保全と経済発展のどちらを優先

(人）60代以上

５０代

４０代

３０代

２０代

１０代

０ 10 20 3０

４０，５０代の「経済発展」の比率の高さが目立つ。若い人ほど「環境保全」と

｢わからない」の比率が高い。
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図２－６年代×リゾート開発は成功か

(人）60代以上

５０代

４０代

３０代

２０代

１０代

1０ 2０ 3０

４０，５０代の「はい」の比率の低さが目立つ。図２－４の結果とあわせて考え

ると、この年代の人々は開発による経済発展が思ったより成功していないと感

じていると思われる。働き盛りの年代の人々が、以上のような意識をもってい

ることは、重要なポイントであろう。

図２－７職業×リゾート開発によって経済状況は良くなったか

(人）

関係ない

関連業種

リゾート施設

０１０２０３０４０５０

続いて、職業との関係について論じよう。図２－７に示すようにリゾート開

発によって経済状況は良くなったと答える人が、「わからない」や「無回答」
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図２－８職業×リゾート開発は成功か

(人）

関係ない

関連業種

リゾート施設

０１０２０３０４０５０

を除くと、リゾートと『関係ない』職業の人では68.7％、リゾート施設系（

『リゾート施設』＋『関連業種』）では87.5％で、大部分の恩納村民がリゾー

ト開発による恩納村の活性化を認めている。一方、「いいえ」と答えた人が

｢リゾート施設系」では12.5％、『関係ない』では31.3％で、『関係ない』の

人たちは、リゾート施設にあまり良い印象を持っていないようである。

図２－８に示したリゾート開発の評価については『関係ない』、『関連業種』、

『リゾート施設』とも「成功している」と答えた人が多いが、同じぐらい「わ

からない」と答えた人も多い。それはおそらく、リゾート開発によって周りの

自然環境は悪くなったが、経済状況も良くなった。経済発展よりも環境保全を

優先させたいとは思うが、リゾート施設はあった方がいい･･･という矛盾がある

ためだと思う。

４．まとめ

以上のデータから、恩納村の人々にとって、観光／リゾート開発は雇用・所

得の向上のためには、役立っているといえる。しかし、その一方で環境は確実

-128-

１

１
２
１

霧



政策科学・国際関係諸専攻における社会学的フィールドワークの可能性（鈴木規之）１２９

に悪化しており、このままの開発が続けば、将来は観光／リゾート産業に影響

を与えるとの認識を人々が持ちはじめたと考えられる。また、観光／リゾート

開発が、本当に人々が望むような成果をあげたかどうかについては、働き盛り

の男性の人々がもつ不満から、疑念の余地があるといえよう。

リゾート開発は、現在のところ住民の評価がある意味で均衡しているため、

とりたてて大きな問題を生じていない。それは経済発展と環境破壊の釣り合い、

環境破壊の度合いが、地域住民の許容範囲の中にかろうじて入っているからで

あると思われる。しかし、観光／リゾート産業の性質上常雇の職員は少なくパー

ト、アルバイトでの雇用が多いことは地元の人々の不満を増大させていること、

環境は年々確実に悪化しており自然を売り物にした沖縄の観光を維持するため

には今後の開発に歯止めをかけざるを得ないという現状にあることから、将来

は決して明るいとはいえない。

また、観光そのものも外国との価格競争にさらされており、観光客は伸びて

も沖縄に落ちる全額は特筆するほど伸びてはいない。このような状況の中で、

観光／リゾート開発の将来を考えるためには「持続可能な開発・発展」の視点

が必要となろう。いたずらに観光／リゾート開発に突っ走るのではなく、環境

に十分配慮し住民とのコンセンサスを得ながら長期的な視点で地域の開発・発

展を考えること、これこそが来るべき２１世紀を視野に入れた開発・発展のある

べき姿であると思われる。
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第３章沖縄におけるＮＧＯの認識

一琉球大学学生の調査から－

１．はじめに

ＮＧＯ（Non-governmentalOrganization）は、非政府組織、民間公益団体、

非営利組織（最近ではＮＰＯとよばれる）を指す。これは国連などのIGO

(InternationalGovernmentalOrganization）に対して民間レベルで様々な

活動をし、近年では、人権、開発、移住、外国人労働者、女性、高齢者、障害

者などのグローバルな問題を取り扱う世界会議に参加している。ＮＧＯは、諸

政府に対等な立場で発言し、場合によっては対抗する力をも持ち得ることがで

きる。また、市民の活動が原動力になるという意味で、今日その重要性・必要

性が強調されている。

ＮＧＯは本来、「市民」という意識に基づいており、その概念を既存させて

いた西洋で発達してきた。日本ではNGOは外国からの輸入という形で入って

きたためか、まだ、その重要性の認識が欧米に比較して低いと思われる。とり

わけ、沖縄においてその認識は低く、若い人において顕著である。そこで、Ｎ

ＧＯが沖縄県内の若者にどの程度認知されているのかを調査するため、１１月２０

日、琉球大学構内で100人にアンケートを行った。その際、ＮＧＯの知識が一般

の人よりあると思われる政治学コースの学生を除いた文系50人、理系50人の計

100人を対象とした。

２．ＮＧＯへの認識

アンケート調査の結果、まず「NGOという名前を聞いたことがありますか」

という問いには100人のうち39人しか「はい」と答えておらず、全体の半数を

割っていた。そのうちわけとしては、文系50人中21人、理系50人中18人となっ

ている。次に、「NGOが何の略であるか分かりますか」という問いに対して
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図３－１

問１，「ＮＧＯ」という言葉を囲いたことがありますか。

Ⅲ

文系 理系

図３－２

問２，「ＮＧＯ」が何の略かわかりますか。

Ⅲ

文系 理系

図３－３
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図３－４

間５、その団体の活動内容を知っていますか。

皿

文系 理系

図３－５

はい

囲い

「はい」と答えた人は、100人中11人で、全体の１割程度しかいなかった。ま

た「NGO団体の名前を挙げて下さい」という問いに対して名前を挙げた人は、

100人中11人（グリンピース５人、アムネスティ・インターナショナル３人、

その他３人）で、その団体の活動内容を答えられた人は、100人中10人であっ

た。最後に、「NGOの団体で活動したことがありますか」という問いに対し

｢はい」と答えた人は、100人中たった１人しかいなかった。以上の結果から、

琉大生においてNGOの認識度はかなり低いということが分かった。また、ア

ンケートをおこなって特に気付いた点は、ＮＧＯの団体、例えばグリンピース。
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赤十字の名称や活動内容自体は知っているが、それがNGOであるということ

を知らない人が多かったということである。これは、ＮＧＯが“草の根運動,，

といわれるように、本来、市民にとって身近なものであるのに対し、現実には

多くの人々が遠い存在だと感じていることに原因があると思われる。

３．沖縄のＮＧＯ

一般的には「沖縄ではNGOが育ってない」ということが言われている。マ

スコミなどでとりあげられるＮＧＯ・ＮＰＯはかなりの数で存在するが、活動し

ている人々にＮＧＯとしての認識が少ないことや、財政的・人材的基盤が脆弱

で、活動が打ち上げ花火的にならざるを得ないために、活動が活発であるとは

いいがたい。さらに、沖縄には仲介NGO・ＮＰＯにたる機関が存在せず、ネッ

トワーキングがうまくいかないためにNGO・NPOの数も把握できない現状に

ある。沖縄のNGOの活動が活発でない最大の理由は、沖縄には米軍基地の存

在があるため、社会運動のほとんどが基地反対運動に収敦していたためと思わ

れる。市民活動の多くも何らかの形で基地反対運動に関わっていたため、ＮＧ

Ｏが担い手となるべき新しい社会運動のイシューになかなか関わることができ

なかった。それほど、沖縄において米軍基地の存在は重かったのである。

しかし、このような基地反対運動へ参加してきた人々は、ＮＧＯのような市

民活動に関わる下地をもっている。実際､基地反対運動かbら派生した女性問題・

環境問題などに主体的に取り組んでいるグループも多い。たとえ彼らにＮＧＯ

としての認識がなくても、ＮＧＯといってよいだろう。沖縄におけるＮＧＯの活

性化のためには財政的・人材的基盤の充実と、仲介NGO(NPO)によるネット

ワーキングの構築が求められる。
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第４章外国が沖縄に与えた食文化の影響

１．はじめに

沖縄の食文化は、戦前は主に中国、戦後はアメリカ、日本の影響を強く受け

ている。そこから、「沖縄の人は特定の文化にこだわらず、なんでも広く受け

入れる寛容な文化を持っているのではないか」との問題意識が生まれ、さらに、

｢なぜこうも簡単に他文化を受け入れたのか」という疑問に発展した。そこで、

このような問題意識と疑問から、「外国人との交流度が沖縄の食文化に影響を

与えている」との仮説をたて、アンケート調査によって検証することにした。

２．アンケートと単純集計による分析

１．で論じた問題意識と仮説に基づいて、外国人との交流度および食の嗜好

を中心とする調査表を作成した。

調査の方法は以下の通りである。基地周辺に住む人男女25人ずつ、南部地域

に住む人男女25人ずつ、１５歳から65歳までを20人ずつ５つに分け、計100人を

対象とした。基地周辺として、宜野湾市の普天間商店街と沖縄市ゴヤの一番街、

南部地域として、与那原町と糸満市を設定し、1996年12月に自記式で調査を行っ

た。

単純集計の結果からは、全体的に沖縄の人は、外国人との交流度も高く、食

文化の影響を受けているということができる。ここで、特に注目すべき点をま

とめたい。

まず、外国人に知り合いがいる人が全体の６割近くを占め、基地に行ったこ

とがある人も８割以上もいる。これは、沖縄の人の外国人との交流度が高いこ

とを表わしている。外国人に対する好感は、近年の米兵による婦女暴行事件な

どを始めとする一連の事件で、好感を持てないという人もいたが、それでも６

割以上が好感を持つと答えている。
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また、食の嗜好に関する質問であるが、ファーストフードが好きな人が６割

以上をしめている。また、輸入物の缶詰を利用する人が半数以上おり、そのな

かでもポークがもっとも多く利用されている。肉と魚の嗜好では、肉食嗜好の

人が６割で、そのなかでは豚肉を嗜好する人が半数以上であった。これは沖縄

の伝統的な食がいまだ浸透していることも示している。一方でアメリカ的な食

の嗜好もあり、朝食にポーク卵を食べることに抵抗を感じない人が８割を占め

る結果となった。

もう一つの側面として、日本食を好む傾向もある。朝食にご飯を食べる人が

６割以上を占める。これは特に10代と40代の層に顕著にみられた。自分で食事

を選択できるようになる20代においてはパン食を嗜好する人が大半を占めてい

たことから、若い人には外国の食事の影響が強いことがわかる。誕生日など、

特別の食事の機会に日本料理を嗜好する人が約４割を占め、次に沖縄料理が約

２割をしめている。沖縄料理を嗜好する人は年齢層の高い人であった。

これらの結果から、年齢層が高い層では、伝統的な沖縄料理が好まれ、外国

人との交流度の高い若年層から中年層にかけては、アメリカナイズされた食事

が浸透しており、その一方で県民のヘルシー志向を反映し、日本食を嗜好する

傾向も見られる。

３．クロス集計による分析

次に、クロス集計よって交流度と食の嗜好との関係や、地域や年齢層による

違いが顕著に見られる項目をピックアップして分析する。

図４－１．図４－２は、沖縄県民全体としての傾向を把握するためのもので

ある。まず、「外国人との交流度と食の嗜好(1)」では、外国人に知り合いがい

る人といない人について、ファーストフードが好きな人の割合を出した。その

結果、両方とも半数以上がファーストフードが好きだと答えているが、外国人

に知り合いがいる人の方が、１０パーセントほど高い割合を占めている。

-135-



136 政策科学・国際関係論集創刊号（1998）

図４－１

外国人との交流度と食の嗜好（１）

■ファーストフードが好き園嫌い

外国人に知り合い
がいない

外国人に知り合い
がいる

０ 2０ 4０ 6０ 8０ １００

図４－２

外国人との交流度と食の嗜好（２）

■主に肉囲主に魚鬮無回答

外国人に知り合い
がいない

外国人に知り合い
がいる

0１０２０３０４０５０６０７０８０９０１０，

次に、「外国人との交流度と食の嗜好(2)」では、同じように外国人に知り合

いがいる人といない人で、普段肉と魚のどちらを多く食べているかということ

についてグラフ化した。この結果は、日本本土の食文化が魚中心であり、沖縄

は、外国から肉食文化の影響を受けているということを証明することとなった。

ここで、肉と魚とでは、知り合いがいる人もいない人も半数以上肉をよく食べ
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ると答えていることがわかる。またその割合は、知り合いがいる人の方が10パー

セント以上多い。

以上のことから、沖縄は全体的に外国からの影響を受けており、外国人との

交流があるほどその影響も強いということができる。

図４－３

図４－４

図４－３．図４－４は、先の県全体としての影響を、地域別にしたうえで年
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齢別に示したものである。ここでは、年齢層が低いところでは地域に関係なく

ファーストフードを好む傾向がみられるが、56-65歳の層においては、基地周

辺では「ファーストフードが好き」という人が半数以上であるのに対して、南

部では90パーセントが「嫌い」と答えているところに大きな違いがみられる。

このことから、基地周辺という地理的条件によって、年齢層が高い人にも、ファー

ストフードが受け入れられている、ということがわかる。

図４－５

図４－６
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図４－５・図４－６は、先のグラフと同じように、地域別・年齢別で、肉食

嗜好がいかに浸透しているかを調べたものである。南部の方が肉食嗜好がやや

強く、アメリカ文化の影響の強い基地周辺の方が肉食嗜好が強いであろうとの

一般的認識とは逆の結果を示した。しかし、ここでも基地周辺の高齢者が肉食

嗜好という、アメリカ文化の影響を示している。

４．おわりに

これらの分析を終えて、沖縄の食文化は地域による大きな差はなく、沖縄県

全体として、外国の影響を強く受けているということがわかった。これは、沖

縄県の地理的条件や、歴史的背景に由来するものであろう。

沖縄の人たちが、戦後アメリカの食文化を受け入れたきっかけは、食料不足

によるものだった。しかし、このような食文化が県民のなかに浸透し、現在ま

でも強く根付いているのは、かっての貿易国であり、盛んに他国の人と交流を

行った「琉球人」の、一つのことにこだわらない、なんでも受け入れる寛容な

気質も、ひとつの要因ではないだろうか。

初めに、「外国人との交渉度が沖縄の食文化に影響を与えている」という仮

説をたてた。この仮説をたてたときは、おもにアメリカの食文化の影響を受け

ていることを想定していた。肉やファーストフードなどでは、確かに外国人と

の交流度が食の嗜好に影響を与えていた。しかし、他の項目との関係を調べて

いくと、必ずしもこの仮説のとおりにはなっておらず、伝統食については中国

の強い影響を受けていることや、現在に至っては、日本食を嗜好する傾向もあ

り、沖縄の食文化は、様々な文化から自分たちに適したところを取り入れてい

ることがわかった。

戦後、アメリカ文化そして日本文化という異文化との接触を経て､沖縄は今、

独自の「チャンプルー文化」を形成しているのである。
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第５章基地からの社会的・文化的影響

１．問題意識

1995年のあのいまわしい事件以来、沖縄では様々な形で「反基地ムード」が

急速な高まりを見せた。問題の根幹にあるのは、「基地がある故の被害･苦悩」

に県民の多くがこれ以上耐えきれなくなっているということである。

確かに、戦後50年以上たった今なお基地被害に苦しむ県民の立場を考えると、

今回の＿連の気運の高まりは当然のことだといえるだろう｡しかし、基地の存

在に対する県民の意識がこうしたマイナス的なイメージのみで形成されている

ことには疑問の余地がある。

面積約1200Ｍという小さな島に多数の米国人が住んでいるということは、当

然沖縄の人々と文化的･社会的交流をもつことになる｡また、このような状況

の下では、互いの文化・社会に影響を及ぼしあうことは避けられないはずであ

る。

例えば「基地からの被害」もすなわち基地からの社会的影響の￣端であると

いうことができる。殊に本島中部に位置する基地に隣接した地域では、商店街

に並ぶ横文字の看板や外国人相手のフリーマーケット等が、もはや日常の光景

として人々の生活のなかに組み込まれている。そこでは単なる「反基地・反米

軍」といった一般的な感情とは異なるものがあるように思える。これこそが今

回のテーマである「基地からの文化的･社会的影響」からくるものではないだ

ろうか。

２．アンケート調査の結果から

基地からの社会的・文化的影響を調べるために、本島の中・南部の住民、合

計100人を対象にアンケート調査を実施した。調査は、1996年12月13日から

1997年１月13日まで、沖縄県総合運動公園、中城村、糸満市、西原町､那覇市、
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北中城村、具志川市で実施し、自記式で行った。

アンケート結果は、基地周辺とそれ以外の地域の比較、年代別の比較で分析

した。

なお、基地周辺とは沖縄市、北中城村、宜野湾市、中城村、浦添市、具志川

市および西原町の住民を対象とし、基地から離れた地域とは、ガ|騒市､糸満市、

南風原町、与那原町および大里村の住民を対象とした。

（１）地域別の比較

図５－１

図５－１に示すように、基地周辺が82.6％、それ以外が59.3％と、基地周辺

のほうが基地内に入ったことのある人の割合が高い。基地周辺の人は、身近に

基地があるため、基地に入ることが多いのであろう。基地に入ることにあまり

抵抗がないのかもしれない。また、「何をするために基地内に入ったか？」と

いう問いに対して、仕事で入ると答えた人は、基地周辺の人が多い。このこと

は、基地や基地内の人々に依存していることを示している。カーニバルにおい

ては、逆に基地周辺以外の人たちが多かった。これは意外ではあったが、アメ

リカの文化に触れようとする姿勢の現れであろう。
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図５－２

図５－２に示すように、英語が話せると答えた人の割合が基地周辺ではそれ

以外の地域よりも高く、約２倍の差があった。話せるようになった理由では、

両方とも学校教育と答えた人が多かったが、基地周辺では基地とのコミュニケー

ションで話せるようになったと答えた人が、それ以外の地域に比べて多かった。

基地とのコミュニケーションの機会が多いため、英語を話す必要性があったこ

とがその要因であろう。

図５－３

英語で話されるテレビを見ますか

囮

基地周辺 それ以外
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図５－３に示すように、「英語で話されるテレビを見ますか」という問いに

対しては、見ると答えた人は基地周辺は52.2％、それ以外は31.5％であった。

｢英語で放送されるラジオを聞きますか」という問いにもほぼ同様の傾向が見

られた。基地周辺の人は、英語を普段よく耳にしているので、英語放送のテレ

ビやラジオに対してさほど違和感がない。そのため、このような結果になった

のではないか。また、英語を話せる人が基地周辺では多いことも関係している

と思われる。

図５－４

図５－４に示すように、はいと答えた人が基地周辺では50％であったのに対

し、それ以外の地域では37％と低かった。「どのような面で影響を及ぼしてい

るのか」という問いには、基地周辺、それ以外ともに文化面と答えた人が最も

多く、次いで経済面、価値観という順になっている。このことは、アメリカ文

化の影響を受けているという意識が強いことを示している。一方、将来アメリ

カ人が沖縄で減ったらとの設問にも、基地周辺では54.3％が影響を及ぼすと答

え、それ以外は35.2％と大きな差が出た。また、アメリカ軍が沖縄に存在する

ことで沖縄の経済をよくしているかの設問には、基地周辺がそれ以外より「は
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い」と答えた人が高い割合を占めている。これは、基地内労働者や、外国人向

けに商売をしている商店街などの現状を身近なものとして感じているため、こ

のような結果になったのであろう。

（２）年代別の比較

図５－５

基地に入ったことがありますか (％）

55歳以上

45歳～54歳

[囮35歳～幽歳

25歳～34歳

15歳～24歳

0

図５－５に示すように、戦後世代は、入ったことが「ある」と答えた人が多

かった。これは基地にはいることに対して、あまり抵抗を感じていない証拠で

あろう。しかし、４５～55歳以上の人も入ったことがある人が半分ほどいた。こ

の年代の人は基地にはいることに対して抵抗があると一般には考えられている

が、このような結果になったのは必要に迫られて、つまり仕事をするために基

地に入らなければならないという人が多かったためと思われる。また、全体的

に基地に入る人がこれだけいるということは、必然的に、アメリカ文化の影響

を受けやすくなるということを示している。

図５－６に示すように、英語が話せると答えた世代は15～24歳に多い。たし

かに55歳以上も15～24歳の人の英語が話せる割合とほぼ同値だが、注目すべき

は15～24歳は学校で英語を習得したという人が少なくないのに対し、４５歳以上

の人は４割強の人が基地とのコミニュケーションで話せるようになったと答え
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図５－６

｢窺う廟石冒守７５コ（％）

0

55歳以上 58.4

41.

0

3.3
45歳~54歳 ■話せる

四話せない

□無回答

16.

0

７１．５
35歳～44歳 28.5

７
25歳～34歳 2５

2.3

15歳～24歳

100、

ている。とくに45～54歳の人はその傾向が強い。（ただし、サンプル数は少な

い。）

５５歳以上の世代に英語を話せる人が多いのは、米軍の強力な統治下におかれ

ていた時代に青年期を送り、基地内労働に少なからず関わった世代であるため

である。彼らにとって、基地とのコミニュケーションの必要性が、今以上に高

かったと思われる。

図５－７

-145-



政策科学・国際関係論集創刊号（1998）146

図５－７に示すように、各年齢層とも、「違う」と答えた人が多い。注目す

べきは、１５～34歳の比較的若い年齢層が若干ではあるが「違わない」と答えて

いることである。このように、アメリカ文化と沖縄の文化との違いを感じてい

る人は多い。しかし、若年層には「違わない」との答えが若干見られることか

ら、世代の違いによる文化の認識の違いがあらわれているものと言えよう。

図５－８

(％）アメリカ軍の存在が県経済を良くしていると思うか

０
０
０

６
５
４

3０

０
０
０

２
１

15歳～24歳２５歳～34歳３５歳～44歳４５歳～54歳５５歳以上

図５－８に示すように、「いいえ」と答えた人は、４５～54歳に限っていえば

50％とやや高い値を示したものの、各年齢層とも30％前後にとどまった。しか

し、「はい」と答えた人が全体的に見て「いいえ」の答えを上回っていること

から、中部を中心として依然として沖縄の経済は基地に依存していると一般的

には認識されていることが明らかになった。また、若年層では比較的「わから

ない」との答えが目立った。これは、アメリカ文化に一定の理解を示しつつも、

経済の問題になると自らの切迫した問題としてとらえていないと解釈すること

ができよう。

図５－９に示すように、英語でのテレビの視聴を聞いたこの質問では、若年

層になればなるほど接する機会を比較的多く待っているという結果が出た。た

だし、４５歳以上では35～44歳の層より上回っていることは注目に値する。

－１４６－
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図５－９

(％）あなたは英語で話されるテレビを見ますか

15歳～24歳

25歳～34歳

35歳～44歳

45歳～54歳

55歳以上

囮

0 100

３．インタビュー調査

沖縄県における基地からの経済的影響の実態を把握するために、基地周辺の

商店街のインタビュー調査をおこなった。調査は、沖縄市の空港通り沿いの商

店街にある店舗10軒の経営者、あるいは従業員を対象にして、1996年12月１日

に実施した。

空港通りを歩く通行人のほとんどは、基地内で働いている軍関係者やその家

族らしい外国人で、店の看板やショーウィンドウに書かれている文字は大部分

が英語あるいは中国語であった。このことは、商店街が基地に依存しているこ

とを浮き彫りにしている。また、商店街で働いている人のうち、約80％は海外

から沖縄に移住してきた外国人で、日本人はわずかに20％程度である。実際、

インタビュー調査を実施した10軒のうち、日本人の経営している店はわずか２

軒であった。

インタビュー調査は、インド出身４人、香港出身３人、フィリピン出身（日

系２世）1人、日本人２人を対象に行った。このうち軍関係者の消費に50％以

上頼っている店は３軒であったが、もし基地が縮小されたらその経済的影響は

大きいと答えた店が７軒もあった。また、インタビューした10人のうち６人は
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20～30年店で働いている。働き始めた当時と比べると、円高などの影響もあり、

ショッピングに来る軍関係者やその家族は減る一方で、日本人の客が増えてい

る。米軍関係者の客が減ってきている理由には、1995年のオフ・リミッツの影

響があると思われる。

インタビュー調査の結果は、米軍関係者に収入の多くを頼っている店にとっ

ては、基地の縮小が大きな痛手となることを示している。特に、今回調査した

空港通りでは、インド出身や香港出身の人の店がかなり深刻な影響を受ける可

能性がある。

４．まとめ

以上の調査結果から、年代別に見ると、若い人々のアメリカの文化と共存し

ていこうとする傾向も見られる一方で、中高年層にかけては、アメリカ統治時

代を過ごしたためにアメリカ文化への距離は近いが、アメリカ文化に対するあ

る種の抵抗も見られる。戦後50年を過ぎた現在、沖縄には、アメリカ文化を自

然に受け入れている若い世代と、戦後から復帰にかけて異民族統治の時代を生

きてきた世代の複雑な感情とが入り交じっている。

地域別に見ると、基地周辺の人たちは基地と接することが多いため、離れた

地域より文化的・社会的に基地からの影響をより強く受けていることが明らか

になった。基地の集中している沖縄県と本土との差異が、県内における基地の

多い中北部と基地から離れた南部との間にも見られるようである。

多かれ少なかれ、沖縄は基地があることによって影響を受けていることは確

かである。基地がなくなることによる影響については「基地がなくなると経済

的な打撃が大きい」「基地返還後の土地利用が期待できる」など、対立する声

があがっている。同時に、「基地があったから今の沖縄があるというのは認め

るが、基地依存型経済は歪んだ姿であり、長い目で見た場合、沖縄は沖縄とし

て自立した経済社会を営める力を身につけるべきだ」という意見が多いことも
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忘れてはならない。これは、他県とは違う激動の歴史をたどってきた沖縄県民

にとって当然の認識であると言えよう。

この調査により、基地からの様々な影響が明らかになったが、こと社会的・

文化的な面に限っていえば決してマイナスな側面ばかりとはいえない。アメリ

カ文化への近さは、アメリカへの留学や基地内大学への積極的進学希望につな

がり、沖縄の国際的人材育成に大きく貢献しているのである。現在、基地の問

題の議論は「撤去」か「経済的利益のための受け入れ」かの二極分解の状況で

あるが、社会的・文化的な側面からの議論も今後は必要になると思われる。

おわりに

フィールドワークの授業の実施は、今回が初めてであり、改善すべき点が多々

あることも事実である。なかでも最大の問題点は、サンプリングである。時間

的制約のためサンプル数を基本的に1COに設定したこと（ジェンダーロールを

除く）、社会調査に不可欠なランダム・サンプリングを行わず、年齢、性別、

地域のバランスを重視してランダム・サンプリングに近い形で調査可能な人を

対象に、どんどん作業を進めていったことの２点である。このために、データ

の信頼性には限界がある。また、サンプル数が少ないために、クロス集計にお

ける検定の作業を行わなかったこともつけ加えなければならない。

しかし、このようなフィールドワークの成果であっても、インターネットで

発信したことによって筆者のもとにE-mailでさまざまな意見・感想が寄せら

れた。また、ジェンダーロールのデータは、沖縄県女性センターが主催する女

性学講座の中で発表する機会を得、NGOのデータは、仲介ＮＰＯをめざして活

動を開始したコミュニティおきなわが主催するNPO塾やＮＰＯフォーラムで活

用されることになり、社会的貢献も果たすことができた。このことは、やりっ

ぱなしが多く、被調査者に還元されにくいとの社会調査やフィールドワークへ

の批判に少しでも答えることができたと自負している。今後はアドポカシー
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(政策提言）までフィールドワークの成果から導き出せる可能性も探っていき

たい。

学生の授業評価アンケートの結果も、おおむね期待に沿うものであった。政

策科学・国際関係論専攻の２年次26人（受講生全員）からアンケートの回答が

得られ、五段階での総合評価は５－９名、４－２１名、３－１名とかなり高かっ

た。個別の評価では、学生自身が自らの出席率、授業のための準備（発表の準

備、フィールドワークの実施など）について高い評価を与えており、受け身で

ない参加型の授業としても成功したと思われる。

政策科学・国際関係論専攻では、３年次より２年間卒業論文を念頭に置いた

演習が行われているが、数名の学生は、フィールドワークで扱ったテーマを卒

業論文に結びつけたいとの意向を示している。またフィールドワークの授業で

得られた方法論で卒業論文に取り組みたいとの学生もおり、具体的な効果が教

育の上でも顕著にあらわれているといってよいだろう。

政策科学・国際関係論専攻は社会科学の－領域であり、学際的な性質上さま

ざまな方法論が適用されるべきものである。筆者の主張はフィールドワークの

重視一辺倒で文献研究を軽視するというものではない。文献研究の基礎にのら

ないフィールドワークは、「調査屋」のそしりを甘受せざるを得ないことは筆

者の専門とする社会学の分野では常識となっている。

したか，て、カリキュラムの試行錯誤を重ねるなかで、教育改善のために文

献を重視した教育とともに、自らパースペクティブで第一次資料を集める方法

論を導入することは、学生の視点を広げる上で大きな意味がある。その意味で、

政策科学・国際関係論専攻において、社会学的フィールドワークは大きな可能

性があると思われる。
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