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はじめに

本研究を始めるきっかけとなったのは､1994-1996年度に､共同研究 ｢沖縄県における

高校生の進路分化に関する総合的研究｣(1994-1996年度科学研究費補助金 (基盤研究

(B)(2))､課題番号 06451053､研究代表者芳滞毅味球大学教授)に研究分担者の1人

として参加させてもらったことだった｡この共同研究は､1994年度に沖租県内の高校に入

学した同一の生徒たちを対象に､94年度に1回､95年度に1回､96年度に2_回質問雑調

査を行い (有効回答者数は94年度調査で1822名)､進路指導をはじめとした高校における

学校体験､本人によるその受けとめ方､進路意識､自己についての意識等々について､高

校時代の3年間を通じてどのような変化が見られるかを掴もうとしたものだった (毎回の

調査において回収の際記名してもらったため､調査対象者個々人の変化が見ることができ

た)a

私が記憶するかぎりではちょうどこの共同研究が行われていた頃から､高校をはじめと

して公的な学校制度が安定した進路を保革する機能を弱め､また若年期の就職先がその後

の安定した生活設計の足掛 こなりうる蓋然性が低下してきていることが､また､そうした

状況の下で青年たちの学校数や労働観の変容が進行していることが､よく指輪されるよう

になってきた｡このような ｢学校から職業-の移行 schooltoworktransition｣問題の

現状と趨勢とを精確にとらえ､それに対してどのような対応がなされるべきかを提起する

ことが､若者研究の焦点的な課題の1つとして迫り上がってきていたのである｡

ただ､私個人については､上記の時期にこのような状況認識と課昏意識とを必ずしも鮮

明にもっていたわけではなかった｡ただ､その後､この状況認識と課昏意識とは､いっそ

う頻繁に様々な場で語られるようになり､そのような中で遅まきながら私も､この間宙に

ついての考察を､自分の研究諸課題の中でより重要な位置に位置づけた上で､何らかの実

証的なデータにもとづいて進めていきたいと考えるようになった｡

そのようなデータ収集は､様々な方法によって行うことが可能だし､また必要でもある

が､私としては､上記共同研究と同一の調査対象者に対する追跡調査という方法で行おう

と考えた｡それは､共同研究によって収集した膨大なデータをより有効に活用する機会を

もちたい (共同研究メンバー全員による報告書を1998年5月に発行し､その後メンバーの

うち何人かによってこのデータを活用した単独の論文が発表されてはいるが､それらに加

えてさらに)と考えたことと､また上記のように訴査対象者には高校時代にその時の住所

も自筆してもらっているので､それを利用してその後の彼ら/被女らの状況がどのように

なっているかを知りたいと思ったこと､によっている｡

かくして､上の共同研究と同一の調査対象者について､高校卒業後 (中途退学､留年､

休学等がなけれE3)5･6年目の時点において､(ア)その後学歴 ･職歴等の経歴をどのよう

に辿ったか､(イ)その経歴の中でどのようなことを体鼓してきたれ (ウ)高校時代の体敦を

振り返ってどのように受けとめているかを､それら三者の連関に留意しながらとらえよう

と､調査研究の作業が開始され7㌔ その作業を通じて､21世紀の冒頭の時点における､20

代初めの年齢の若者たちが､(a)どのような進路分化を遂げているか､(b)その分化に対し

て進路指導をはじめとする､彼ら/彼女らの高校時代の体験がどのような影響を及ぼして

1



いるか､(C)逆に､高校卒業後5年ほどの間の体験が高校時代の体験についてのどのような

再解釈を促 しているかを掴む- このことをねらいとして､本研究は始められた｡周知の

ように､沖縄の若年失業率は全国で トップであり(若年者に限らず就業人口全体の場合も)､

その点を取り出せば沖縄の ｢学校から職業-の移行｣問題は他地域にもまして深刻である

ということになるだろうが､その一方で､沖縄の若者たちも､また大人たちも､しばしば

そのことを意識の上ではそんなに噛架刻に受けとめていないということも言われてきた｡

そのあたりの実情はどうなっているのれ またその実情の背景にある社会的条件はどのよ

うなものなのか- こうした､｢学校から職業-の移行問題｣に関わる沖縄の地域的特殊性

も把握したいと考えた｡

以上のような諌昏意識のもとに開始された本研究は､具体的には､ i)文献資料を収集

し読む :主に研究課題に関わる種々の情報収集のために文献資料を集め､それらを読む､

ii)統計的調査 :①前述の共同研究で得られたデータに対して､再分析 ･再解釈を行う､

および2)1997年度以降の学歴 ･職歴等の経歴､その経歴の中で積み重ねてきた種々の体験､

高校時代の体験の回顧的な解釈等を問う質問項目に盛り込んだ (より詳細は後述)質問紙

調査を新たに実施する､iii)インタビュー調査 :質問紙調査と同一の対象者中協力が得ら

れた若者たちに対して､インタビュー調査を行う｡質問事項も質問棚 査とだいたい重な

るが､それらの事項について質問棚 査では得られないより詳細なデータを得る､iv)理

論的研究 :以上から得られるデータを分析 ･解釈する理論枠組の構築を行う､といった作

業を行った｡

h,)の一環に当たる作業を通じて､私はある時期から､研究の対象者である若者たちの

｢自己アイデンティティ｣をとらえるという視点をもつようになった｡この場合の ｢自己

アイデンティティ｣という言葉は､特にイギリスの社会学者A ･ギデンズの用法に依拠し

ている｡ギデンズは､ダイナミックに変動するモダン社会は､そのダイナミズムの源泉の

1つとして､｢再帰性｣という特徴を有しているという｡ここでいう再帰性とは､社会のシ

ステムの動態が､それに関して新たに得られた情報によって常に吟味 ･検討され､その結

果､その特性を本質的に変えていく､そのようなモダン社会の根本的な特質のことである｡

ギデンズによれば､こうしたモダン社会の特質としての再帰性が人々の ｢自己｣なるもの

の核にまで到遼することによって､モダンの時代を生きる人々の生は､r自己の再帰的プロ

ジェクト｣という性格を帯びるようになるという｡｢自己の再帰的プロジェクト｣とは､人々

が ｢自己アイデンティティ｣という首尾一貫した伝記的な物語を絶えず修正を加えながら

持続させていく営みのことである｡現代社会､すなわちギデンズのいう｢後期モダン社会｣
においては､人々の生はそうした ｢自己の再帰的プロジェクト｣という性格をいっそう強

めているという (以上主に､Giddens,A.1993 TheConsequencesofModernity,Polity

Press;Giddens,A.1991枚)dernityandSelf-Identity,PolityPress参照)O

以上のようなギデンズの議論に触発され､では､本研究が対象とした､21世紀冒頭を20

代前半で迎えた､沖縄の若者たち (沖縄に生まれ育った､あるいは一定期間沖縄に住んだ

ことのある若者)の場合の､｢自己の再帰的プロジェクト｣は､そこにおける ｢自己アイデ

ンティティ｣という自己についての物語は､どのようなものなのだろうか､と考えるよう

になった｡そのような視点から､彼ら/彼女らが示してくれた､彼ら/彼女ら自身につい

てのデータを読柵 ､てみたいと思うようになった｡
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人々の ｢自己の再帰的プロジェクト｣や ｢自己アイデンティティ｣構築 ･再編において

拠り所となる要素は､非常に多様であり､人によってもそれらの重要度が異なる｡そうし

た点の多様性･異質性がまた､｢後期モダニティ｣の時代に生きる人々の特徴でもある｡た

だ､それらすべてを一気に射程に入れることはむずかLVIoそこで､少なくとも20代前半

の人たちにとっては､先に示した(ア)～(ウ)の連関は､｢自己の再帰的プロジェクト｣/ ｢自

己アイデンティティ｣構築･再編の上で比較的共通して重要な要素であろうと思われるの

で､今回はそのことに集中してみようと考えた｡そういうわけなので､私自身としては､

当初考えていた研究課噂が特に変わったわけではないのだが､ただ ｢自己の再帰的プロジ

ェクト｣や ｢自己アイデンティティ｣という筑点を得ることによって､当初からのその研

究課題について考えをめぐらす際の視野が多少とも広がったのではないかと思っている｡

加えて､沖縄の若者たちにとって沖縄というローカリティがどのように意味づけられて

いるのか､そのことが彼ら/彼女らの ｢自己の再帰的プロジェクト｣/ ｢自己アイデンテ

ィティ｣構築 ･再編をどの程度どのように規定しているのか､こうした点にも留意しよう

と考えた｡そのこともまた､ギデンズの示唆に基づくものである｡ギデンズは､後期モダ

ンの時代においてグローバリゼーションが力瑚封ヒすること､しかしそのことによって人々

の生活のローカルな次元が消滅するわけではなくその再編成がされるのであること (時と

して､ローカルなものが以前にもまして活性化する場合もあること)を指摘している｡実

際､1990年前後から､ある種の ｢沖縄ブーム｣をも含みながら､｢沖縄｣というローカリ

ティの見直しというような動きが展開していることは､しばしば指摘されている点である

(そのことが ｢グローバリゼーション｣過程とどのように結びついていると言えばいいの

は､措くとしても)｡それは､沖縄以外の地域に住む人たちにとってのことであると同時に､

沖縄に住む人にとってもである｡そのことは言うまでもなく､沖縄の若い世代の人々にと

っても､様々な影響を及ぼしているに違いなV㌔ そうした点を考慮に入れて､沖縄の若者

たちにとって､沖縄というローカリティがどのように意味づけられているのか､そのこと

が彼ら/彼女らの ｢自己の再帰的プロジェクト｣/ ｢自己アイデンティティ｣構築･再編を

どのように規定しているのかという点についても､前段落で示した着眼点とも絡めながら､

見てみたいと考えた｡

以上長々と､本研究の初発の､及び研究を進めるなかで付け加わった課昏意識について

述べてきた｡そのような課頓意識にもとづいて､実際にどのような研究作業を行ったのか

についても簡単に触れたが､ただ､その作業の中で収集されたデータは､相当に膨大であ

り､それらデータを全面的に活用しながら､課題意識に沿いつつ対象についての何らかの

整った像を構築することは､率直に言って､今の時点では私にはできなかった｡そこで､

本報告書では以下で､収集したすべてのデータに関わって報告することはせず､私自身が

質問紙を作成して行った統計的訴査についての報告だけを行うことにさせていただく｡し

かも､その統計的調査に限ったとしても､やり残していることは多く､そこから得られた

データを活用して上述の課笹に対して一定の回答を提示するというところまでは行き着い

ていない｡今後に期したいと思う｡

その他にも今後に期すべきことはあまりに多いが､私は上述のような課題意識にもとづ

きながら､特にインタビュー調査を中心にしてさらに新たなデータを集め､この研究を継

続していくつもりでいる (この2年間の期間に行うことができたインタビューは､わずか
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14名であるOが､インタビューに協力してくれるとの意思を示してくれた人は､まだ相当

数いる)｡その中で､やり残したことをきちんとフォローしていきたいと考えている｡

前述のように本研究は､芳滞掛売球大学教授を代表者とした共同研究 r沖縄県における

高校生の進路分化に関する総合的研究｣(平成6-8年度科学研究費補助金 (基地研究 (B)

(2))､課昏番号休451053)の際の調査対象者と同一の若者たちを､その調査対象者とし

た｡また､研究を進める上で､この共同研究において収集したデータを活用させてもらっ

た｡また､新たな質問紙を作成する上で､この共同研究の質問紙の質問項目のいくつかを

使用させてもらった｡これらのことを改めて記した上で､研究代表者の男滞教授､また共

同研究の実際の作業を終始リードしてくれた大勝司広島大学軸受(当時書棚

をはじめ､共同研究のメンバーに深く感謝したい｡

なお､本研究の研究組織および交付決定額は､以下のとおりである0

研 究 組 織

研究代表者 : 長谷川裕 ㈱

交付決定額 備畑 (いずれの年度も直接経費のみ)

2001年度 1600千円

2002年度 500千円

合 計 2100千円
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