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Ⅰ 責rq銀鱗董 Ⅷ 枚入学瞳8年間のあゆみと現在｣について

(1)徽査およびこの鞭告義のテーマ

rはじめに｣でも述べたように､報告書では以下､本研究の∵衆として私自身が質問紙

を作成して QZ)行った統計的訴査について報告する｡この質問紙には､｢高校入学後8年間

のあゆみと環在｣という名前を付けた｡

(註)ただし､以下の文献にまとめられた研究の質問文 ･質問項目･選択肢などを

使用させてもらった｡その旨記して､感謝する｡

日本労働研究換陣 『顎睦研究報告毒血.146大都市の若者の就業行動と意

剥

同 F顎庭研究報告書恥B9 高卒者の初期キャリア形成と高校教育』

同 陀料 シリーズ恥106 無業者から正社民雇用-の移行酢 剤

同 陀料 シリーズ虹138 進路決定をめぐる高校生の意鼓と行動』
NHK放送文化研究所 Fデ｣タブック全国県民意御 査 19舗』

高橋勇悦監修 陀字音たちの東京 ･神戸 90'S 分析編 都市青年の意識

と行動』

芳津毅他 ｢沖縄県における高校生の進路分化に関する総合的研究｣

(199411996年度基盤研究 (B)(2)研究成果報告書)

(2)■蓋の轟蔓

質問耕調査 ｢高校入学後8年間のあゆみと現在｣は､次のような要領で行った｡

①{豪方法

質問紙を郵送し､回答を記入したものを郵送で返送してもらった｡なお､家族宛に､本

人の現住所が異動している場合用続にその現住所を記入し返送していただきたい旨を書き

添え､返送してもらえた分については､あらためて本人の現住所宛に質問紙を発送した｡

②{査対象者

｢はじめに｣で記したように､1994-1996年度に行った共同研究 ｢沖租県における高校

生の進路釧 ヒに関する総合的研究｣において､高校生対象の4回にわたる質問梯 査を行

ったが､それらのうち第 1回目 (1994年9月実施)の回答者1822名 (1鮒4年度高校 1年

坐)が､今回の調査の調査対象者となった

③■査期間

2002年3月に質問紙を発送し､2002年3月～6月に返送してもらった｡7月以降に回収

できたものも3人分あるが､今回はそれらは分析の対象から外してある｡
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④鷺同紙の概要

質問紙ま､大きく分けると､次の5つの質問群から成り立っている (*噸 参軌

A 現在までの職歴に関する質問群

B 現在までの学歴に関する質問群

C ｢自己アイデンティティ｣および ｢楓 に関する質問群

D 高校時代に受けた教育 (主に進路樺 軒 に関する質問群

E 性別 ･家族構成 ･家族の職業･これまでの居住地など属性に関する質問群

⑤有効回収数､有効回収率など

②で述べた､高校時代の第1回目の質問紙の末尾に記載してもらった住所宛に､今回の

質問紙を送付した｡したがって､高校時代の質問紙末尾に住所の記載がなかった27名の方

には､今回の質問紙の発送はできなかった｡その人たちを除いて1795名に発送し､そのう

ち423名が返送をしてくれたが､うち6名分は何らかの理由で無効 (例えば､家族が本人

に代わって本人のことを想像しながら回答を書いてくれていた鎗合など)､これを除いた

417名が有効回収だった｡これらを含めた関連する数値を､次の図表 1に示しておく｡

良妻1 対象者数 ･回収数 ･有効回収数など

人数等 備考

(a)対象者数 (高校時の第1回目のアンケー ト回答 1822人

者)

(b)発送できなかった数 (高校時の第1回目のアン 27人
ケ- トにおいて住所記載なし)

(C)宛名人不明 .転居先不明等で返送されてきた数 225人

(d)回収数 422人

(e)無功数 6人

(f)有効回収数 416人 (d)-(e)

有効回収率26.5%というのは､質問紙が手元に渡った人のうち､4人に1人しか有効回

答してくれなかったということを意味しているので､決して高い数値ではない.回収率が

低い時には､たとえばその調査のテーマに比較的関心が高い人のみが回答してくれている

などのことが推測されるOただ､今回のような郵送の方法による調査としては､有効回収

率26.5%という数掛湖 り低いわけではなvlo今回の調査の場合､回答者の高校時代のデ

ータもあるので､それらも活用しながら､回答者にどのような特徴 (全体に対する偏り)

が見られるのかを推測しつつ､データの解釈 ･分析を行うことも可能である｡ただ､今回

の報告書の場合､その点に十分留意した分析はできていなV㌔ 今後の課啓としたV㌔
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(3)回答者の属性

回答者 (-有効回収できた人)の属性は､次の図表2-図表4に示されているとおりで

ある｡

日豪2 回答者のA性(1)性別

人

Fl嚢3 回尊書のJt性(2)義絶苧JE

人数 (人) 判合 (%)
高校卒業 40 9.7
高校中退 6 1.5

専門 .各種学校卒業 55 13.3

専門 .各種学校中退 5 1.2
専門 .各種学校在学 3 0.7
短大卒業 46 ll.1
短大中退 3 0.7
4年制 .6年制大学卒業 181 43.8
4年制 .6年制大学中退 9 2.2
4年制 .6年制大学在学 40 9.7
大学院中退 2 0.5

大学院在学 21 5.1
その他卒業 2 0.5
合計 413 100.0

これ以外に､3名が不明｡

図嚢 4 回答者の霊性(3)現在の仕嘉等

人数 (人) 割合 (%)
正社旦 100 24.0
契約社負 .嘱託 20 4.8

派遣社長 3 0.7
パー ト.アルバイ ト.蕗時 86 20.7
自営業 .自由業 2 0.5
家族従業旦 5 1.2
その他の仕事 8 1.9
学生 (2002年3月時点で在学) 137 32.9
専業主婦 lq 2.4
無職で仕事を探している 19 4.6
無職で仕事以外の活動 17 4.1
無職で特に何もしていない 6 1.4
その他 3 0.7

4年制大学 ･短大 ･大学院等を卒業後､またはいったん就職した
後に､資格取得などのためにあらためて何らかの学校に通ってい
る場合､ ｢学生｣ではなく r無職で仕事以外の活動｣にカウント
した｡

(2)⑨でも触れた､全体に対する回答者の偏りという点に関係してくるが､回答者の

属性には､いくつかの特徴が見られることが､これらの表からわかる｡まず目につくのは､

図表2が示しているように､今回の調査の回答都ま全体として､女性の割合が大きく､男 :

女-4:6ほどになっているという点である｡また､図表3からわかるように､回答者の

最終鞠 ま､4年制大学 ･医学部等の6年制大学 ･大学院の卒業者または在学者が合計で
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6割ほどになっているo調査対象者が高校に入学した 1994年度の沖縄の高校入学者は全部

で 19169人､うち 1997年4月に現役で4年制 ･6年制の大学に進学したのは 2901人で

15.1%､浪人も含めれば推定で25.8%である (1998年4月に浪人で4年制 ･6年制大学に

進学した2004人を1994年度高校入学者としてカウントした｡以上､データは沖縄県教育

委員会 ｢学校基本調査報告書｣より)｡したがって､今回の調査の回答者は全体として､沖

縄の若者の平均に比べ､かなり高学歴層の方に偏っているという柵 ミある､ということ

になる｡

その他にも､回答者の属性に樹可らかの年弼如ミあるのかもしれないが､今のところは私

にはきちんと掴めていない｡ただ､上に記した2点だけを考えても､回答してくれた人た

ちは､その属性の点で､今回の調査の対象者として想定していた人たち (つまり､高校時

代の質問欄 査に回答してくれた1822名)の､あるいは沖縄で高校時代を過ごした若者た

ち全体の精確な縮図とはなっていない､と言えるだろう｡性別 ･学歴などの属性はしばし

ば､アンケートの質問に対する回答からわかってくる様々な事実 ･意識のあり方を大きく

左右する｡したがって､回答の結果を考察 ･分析する際にも､上の下線部のような､今回

の回答者全体の属性の上での特徴 ･偏りを考慮に入れなければならない.ただし､(2)

⑤でも述べたが､今回の報告書では､そうした点-の考慮が十分に払われたとは言えなし㌔

今後の課矧 こしたいと思うo

Ⅱ r自己アイデンティティJおよび r沖札 に胃する各賞同への回答の

大まかな傾向

本報告書では､Ⅰ (2)④で挙げたA～Eの5つの質問群のうち､｢C 『自己アイデン

ティティ』および 『沖縄』に関する質問群｣に対する回答とその分析との報告を中心にし

て､調査結果を報告していきたい｡この質問群は､大きく ｢【ヨ自己アイデンティティに関

する質問群｣(｢自己イメージ｣｢職業生活についての考え｣｢人生にとって重要なこと｣

｢いまの自分の状況をどう見ているか｣｢統榔惑｣の5つの質問)と ｢GZl『沖縄』に関する

質問｣とに分類できる｡

前者E)は全休として､"今の自分自身を､また今自分が置かれている状況をどのようにと

らえているか､またこれからの自分の人生にとって重要なことはどんなことだと考えてい

るか､それらの中でも特に自分の人生のあり方を大きく左右する要素の1つである職業生

活についてはどのように考えているれ また自分に関わってくる様々なことがら･できご

とに対して自分がどれだけ能動的に関与できると感じているか"を尋ねる質問群だといえ

る｡それは､｢はじめに｣で触れた ｢自己アイデンティティ｣なるものの重要な諸側面を

なすものであると考えてよいだろう｡そこでこれを ｢『自己アイデンティティ』に関する質

問群｣と呼ぶことにするoまた後者功は､回答者が生まれ育った､あるいは少なくとも人

生の一定期間を過ごした ｢沖縄｣というローカリティを､当人たちはどのように受けとめ

ているかを尋ねるいくつかの質問から成り立っているoそこでこれを｢『沖制 に関する質

問｣と呼ぶことにするGまずⅡでは､これらE]団から成り立っ質問群Cの1つ1つの質問
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について､それぞれ回答の全体的な傾向を､度数分布と因子分析とによって報告したいと

思う｡

(1)自己イメージ

質問群Cの最初の質問は､図表5に記されている7質問項目それぞれについて､｢あなた

自身の考え方や感じ方にどのくらいあてはまりますか｣と尋ねる質問だった｡それは､｢自

分はどんな人間であると思っているか｣という ｢自己イメージ｣をわりと直接的に尋ねた

質問である｡

回答の結果は､図表5のとおりである｡この質問は､7つの質問項目各々について､｢全

くあてはまらない｣｢あまりあてはまらない｣｢何とも言えない｣｢少 しあてはまる｣｢とて

もよくあてはまる｣の5つの選択肢のうちの1つを選んで回答してもらったのだが､その

うち ｢とてもよくあてはまる｣｢少しあてはまる｣の回答の割合を示してある｡図では､こ

れら2つの回答の割合の合計が多い順に､質問項目が並べてある｡

田轟5 自己イメージ

自分には自分らしさというものがある

私には人並みの能力がある

自分にはIeりに思えるようなことがある

私は他の人々に劣らずせせのある人間である

私はオ種的な人間である

全体として見れば､私は自分に≠足している

今の自分は ｢本当の自分｣ではない

- 一■『『}■■■■- ■■■-
40.8

40.7

37.1

33.3

31.5

30.6

15.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

■とてもよくあてはまる E)少 しあてはまる

また､自己イメージ関連7質問項目に対する回答結果に対して因子分析を行った｡する

と､図表6のような結果が出たo駐)抽出された因子は2つで､第1因子は ｢他者との比較

にもとづく肯定的自己イメージ｣因子､第2因子は ｢自己準拠的な肯定的自己イメージ｣

因子と考えてよかろう｡

(註)主因子法を用い､1より大きい固有値の因子を抽出し､因子の解釈のために
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バリマックス回転を行った｡また､7つの質問項目のうち8割以上､つまり6

質問項目以上回答してくれた人たちのみを分析の対象とし､その人たちについ

て､無回答の部分にはその質問項目の回答の平均値 (｢全くあてはまらない｣

1点､｢あまりあてはまらない｣2点､｢何とも言えない｣3点､｢少しあては

まる｣4点､｢とてもよくあてはまる｣5点としたときの平均値)を入れると

いう処理を行った｡以下､因子分析を行う際は同様の方法をとっている｡

図表6 ｢自己イメージ｣関連項白の因子分析の結果

質問項目 第 1因子 第2因子
私には人並みの能力がある 0.790 0.076
私は他の人々に劣らず価値のある人間である 0.787 0,174
自分には誇りに思えるようなことがある 0.619 0.261
自分には自分らしさというものがある 0.486 0.336
私は積極的な人間である 0.380 0.312
全体として見れば､私は自分に満足している 0.373 0.584
今の自分は ｢本当の自分｣ではない -0.034 -0.455

固有値 2.15 0.86

以上の2つの表からわかることの1つは､回答者は､｢私には人並みの能力がある｣｢私

は他の人々に劣らず価値のある人間である｣など ｢他者との比較にもとづく肯定的自己イ

メージ｣因子に関連の深い質問項目に対してイエスと答える傾向の方が､｢全件として見れ

ば､私は自分に満足している｣という ｢自己準拠的な肯定的自己イメージ｣因子に関連の

深い質問項目に対してイエスと答える傾向よりも強くなっているという点である｡つまり､

自己を肯定する感覚を抱く際に､自己を他者と比較した上での場合が多く､自己準触的に

自己を肯定するということはむずかしいということである｡

もう1つ､｢自分には自分らしさというものがある｣の質問項目に対する｢少しあてはま

る｣｢とてもよくあてはまる｣の回答の割 合が､他の質問項目のそれと比べてやや群を抜い

た形で高くなっている (合計で72.6%)点であるO

この質問項目はもともと､1992-1993年に東京および神戸在住の16-29歳の若者を対象

にして行われた質問雑調査の中で用いられていた質問項目である(高橋勇悦監修 1995『都

市青年の意識と行動-｢若者たちの東京神戸 90'S[分析編]一･･一瑚 恒星社厚生閣､参照)｡

私は､自分の勤務校である琉球大学で (2000年)､さらに非常勤で授業を行った沖縄県立

芸術大学でも (2000年 ･2001年)､授業の資料づくりのために､学生たちを対象に同一の

質問項目を用いた質問紙調査を行ったことがある｡これらいずれの調査においても､｢自分

には自分らしさというものがある｣に対して ｢イエス｣に当たる回答の割合がとても高く

なっていた (図表7.Vザ至れの調査も､回答選択肢は ｢そう思う｣｢まあそう思う｣rあま

りそう思わない｣｢そう思わない｣の4つであり､今回の調査の選択肢5つより少ない｡そ

のため､この図に図示されている ｢そう思う｣｢まあそう思う｣の割合の合計は､図表5の

｢自分には自分らしさというものがある｣の数値よりも大きくなっている)0
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国表 7 各調査における r自分には自分らしさというものがある｣

1992-3東京 ･神戸

2000県立芸大

2001県立芸大

0 IO 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■とてもそう思う□まあそう思 う

この点について､上記東京 ･神戸若者調査の調査者のひとりである芳賀学氏は､他の質

問項目-の回答も合わせて分析することによって､現代の若者たちは､｢自分らしさ｣とい

うものに特別のこだわりがあるという働 Ilをしている.つまり､若者たちは､実際に ｢自

分らしさ｣を実感できているというわけで披必ずしもないoむしろ､今の若者たちにとっ

て ｢自分らしく｣あることがいわば規範のようなもの (そうあるべきこと･そうあって当

然であること)となっているため､｢自分らしさがあるか｣と問われると､つい ｢イエス｣

と答えてしまうのではないか､という趣旨の解釈をしている (芳賀学 1999 ｢自分らしさ

のパラドックス｣富田英典他編 『みんなばっちの世界一一着者たちの東京神戸 90'S展開

蘇.一･月 恒星社厚生閣).

東京 ･神戸の若者や琉大生 ･県立芸大生については､私はこうした芳賀氏の解釈に納得

できるところがあった｡では､今回の調査対象者の場合はどうなのか? 今回の調査の場

合､｢自分らしさ｣の質問項目以外は､東京･神戸若者調査や琉大生 ･県立芸大生調査の時

の同じ質問項目がほとんどないので､それらとの精確な比較はむずかLVl.ただ､上記の

因子分析の結果から､次のようなことが言えそうである｡｢自分らしさ｣の質問項目は､因

子寄与率が高い第1因子とも､また第2因子とも比較的関連が強くなっている｡言い換え

れば､｢自分らしさ｣は､自己肯定の2つの基準いずれとも関連が深い､その人の自己肯定

感の有無の全体を集約する言葉となっている｡そのことはまた､｢自分らしい｣か否かとい

う､一見自己準拠的にのみ判断されてもよさそうなことがらが､実際には他者との比較に

よって測られているということも意味している｡芳疑氏のような分析の妥当性については

今回のデータからは検証できていないが､それとはや切 りにそのようなことが言えそうで

ある｡

あと1つ､｢今の自分は 『本当の自分』ではない｣という質問項目は､｢自分らしさ｣の
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質問項目とは違って､第2因子に対する因子負荷のみが高くなっている｡ということはつ

まり､｢本当の自分｣という言葉は､｢自分らしさ｣と同様に今日 ｢自分｣を語る際のキー

ワードの1つと言って差し支えないと思うが､この言葉の場合 ｢自分らしさ｣とは違って､

もっぱら自己準拠均に自己を肯定する感覚とのみ結びついているというふうに言えるだろ

う｡

(2)職集生活についての考え

質問群Cの2番目の質問は､｢職業生活についての考え｣に関するものである｡図表8に

記されている10質問項目それぞれについて､｢全くそう思わない｣｢あまりそう思わない｣

｢まあそう思う｣｢とてもそう思う｣の4つから1つを選んでもらった｡この図は､図表5

の場合と同じように､｢とてもそう思う｣｢まあそう思う｣の割合を図示したものである｡

やはり図表5と同様､これらの割合の合計が多い順に質問項目を並べてある｡

国表8 貴婁生活についての考え

書門的な知ttや技術をみがきたい

仕事以外に自分の生きがいをもちたい

安定したqt♯生活を送りたい

ひとの役に立つ仕事をしたい

自分に合わない仕事ならしたくない

ひとよりも76い収入を得たい

若いうちはひとつの仕事にとどまらずいろいろな経験をしたい

あまりがんばって4bかす､のんびりくらしたい

有名になりたい

林業生活についてはとくに考えていない

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■とてもそ う思 う □まあそ う思 う

また､図表9は､｢職業生活についての考え｣関連質問項目-の回答を因子分析した結果

を示したものであるC第1因子は ｢職業-の卑し忌避志向｣因子､第2因子は ｢職業によ

る成り上がり志向｣因子､第3因子は ｢職業における安定志向｣因子､第4因子は ｢自由

な職業人志向｣因子､各々そのように名づけられる因子であると判断した｡
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国表9 r鴨集生活についての考え｣騨遵項目の因子分析の結果

質問項目 第 1因子 第2因子 第3因子 第4因子
あまりがんばって働かず､のんびりくらしたい 0.581 -0.094 0.122 0.130
職業生活についてはとくに考えていない 0.514 0.097 -0.147 -0.062
ひとの役に立つ仕事をしたい -0.434 0.071 0.101 0.216
自分に合わない仕事ならしたくない 0.146 0.001 0.066 0.044
有名になりたい -0.064 0.704 -0.066 0.093
ひとよりも高い収入を得たい 0.024 0.538 0.382 0.129
安定した職業生活を送りたい -0.003 0.034 0.662 0.068
若いうちはひとつの仕事にとどまらずいろいろな経鼓をしたい 0.108 0.215 -0.127 0.487
仕事以外に自分の生きがいをもちたい 0.026 0.022 0.295 0.483
専門的な知識や技術をみがきたい -0.359 0.019 0.183 0.447

固有値 0.96 0.86 0.78 0.77

以上の2つの表を見てわかることは､｢あまりがんばって働かず､のんびりくらしたい｣

｢職業生活についてはとくに考えていない｣といった､｢職業-の専臓 鑑志向｣因子に負

荷が高い質問項目に対するイエスの回答は少なく､回答者たちの間に ｢職業-の専心忌避

志向｣はあまり見られないということ｡しかし､この ｢職業-の専心忌避志向｣の有無が

｢職業生活についての考え｣に関する質問の回答全体の分散を最も規定している要因であ

ることo回答者は､｢仕事以外の自分の生きがい｣といった余裕をもちつつ､｢いろいろな

経験｣を経ながら獲得した ｢専門的な知識や技術｣を元手にして仕事をしていく､｢自由な

職業人志向｣が強いということ｡｢ひとよりも高い収入｣には､｢有名になりたい｣といっ

た ｢職業による成り上がり志向｣に関連する意味合いと､｢安定｣した職業生活を送る基盤

ないしそのことに附随する結果という意味合いとの2つがあること.職 業による成り上

がり志向｣は回答者の間にはあまり見られないこと､などである｡

(3)人生にとって重要なこと

質問群Cの3番目の質問は､｢人生にとって重要なこと｣を尋ねるものだった｡図表 10

の14質問項目それぞれについて､｢全く重要でない｣｢あまり重要でない｣｢どちらとも言

えない｣｢少し重要である｣｢大変重要である｣の5つの選択肢から1つを選んでもらった｡

この図は､｢大変重要である｣ ｢少し重要である｣の割合を図示したものである｡

また図表 11は､同じ14質問項目への回答を因子分析した結果を示したものである｡第

1因子は ｢社会貢献への意志｣因子､第2因子は ｢様々な人間関係重視｣因子､第3因子

は ｢職業 ･家庭生活における成功志向｣因子､第4因子は ｢自分流の生活重軌 因子､と

判断した｡

これらの表を見て私が気づいたのは､以下のようなことである｡まず､｢親戚｣｢地域の

人たち｣｢結婚相手｣｢親友｣｢(老後の)両親｣など､｢人間関係｣の様々な相手に関する質

問項目が､すべて単一の因子に負荷している点が意外だった｡というのは､私は､回答者

たちにとって､｢親友｣｢結婚相手｣｢両親｣といったごく身近な人間関係と､｢親戚｣｢地域

の人たち｣との人間関係とは､多少ともに異なる意味合いを帯びており､したがって両者

はそれぞれ異なる因子に負荷するだろうと推測していたからである｡ただ､図表 10には､

｢親友｣｢結婚相手｣｢両親｣という身近な人たちとの人間関係が､｢人生にとって重要なこ
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と｣として上位を占めていることが示されており､したがって同じ人間関係といっても､

確かに前者のより身近な人たちとのそれが重要視されていることがわかる｡

Jg義10 人生にとって量霊なこと

tL友tI,つ

何れの老練の面ktみる

自分の好きなこと くスポーツ f暮 丘珠など)に打ち込tJ

且い措け相手モ見つけ､申せな千七号さすく

安定した仕事につく

仕事にTTち込む

親もとtJrLて自立する

仕事で成功する

伽 とのつき合いt大切にTる

稚ttの人たちとのつき合いt大切にする

根城社会の投に立つ

広く社会の役に立つ

お金持ちになる

他人にわすらわされす､ひとりでいる
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1たい-ん玉算である □少しJL要である

図表11 r人生にとって重要なこと｣関連項目の因子分析の轄果

80 90 100

質問項目 第 1因子 第2因子 第3因子 第4因子
地域社会の役に立つ 0.859 0..349 0.082 0.149
広く社会の役に立つ 0.797 0.222 0.108 0.169
親戚とのつき合いを大切にする 0.'241 0.753 0.072 0.077
地域の人たちとのつき合いを大切にする 0.459 0.700 0.031 0.100
良い結婚相手を見つけ､幸せな家庭をきずく -0.019 0.420 0.374 0.005
親友をもつ 0.125 0.412 0.094 0.341
両親の老後の面倒をみる 0.184 0ー398 0.078 0.070
他人にわずらわされず､ひとりでいる 0.046.-0.355 -0.005 0.203
仕事で成功する 0.286 -0.070 0.735 0.090
仕事に打ち込む 0.429 0.012 0.540 0.049
安定した仕事につく 0.026 0.094 0.399 -0.065
お金持ちになる -0.071 0.078 0.390 0.085
自分の好きなこと (スポーツ.音楽 .趣味など)に打ち込む 0.049 0.023 0.026 0.637
親もとを離れて自立する 0.112 0.015 0.026 0.546

固有値 1.98 1.88 1.32 0.96

｢人間関係｣に関わる点でその他にわかったことは､｢良い結婚相手を見つけ､幸せな家

庭をきずく｣が､文字通り大切な人間関係の問題として受けとめられていると同時に､｢成

功した職業 ･家庭生活｣を築き､いわば正統なる社会人として承認されるための必須事項

の1つとして受けとめられていると見ていいかもしれないこと｡また､｢親友｣との人間関

15



係は､｢自分流の生活｣を送る上でも必要な要素であると受けとめられていること､r逝込

にわずらわされず､ひとりでいる｣ことは､｢自分流の生活｣を送る上での-必要条件とし

て以上に､｢人間関係｣から切り離された状況として受けとめられていること､などである｡

その他には､｢人生にとって重要なこと｣として見なされている3番目の項目は ｢自分の

好きなこと (スポーツ音楽趣味など)に打ち込む｣であり､したがって､身近な親密な人

間関係と自分の好きなこととを何よりもまず大切にしたいという意識を回答者たちの中に

見ることができること｡｢社会貢献-の意志｣に関わることがらを ｢人生にとって重要なこ

と｣として挙げる割合は相対的に少ないが､しかしこのことをどれだけ ｢人生にとって重

要なこと｣と見なすかが､回答の分散の全体を規定する最も重要な要因となっていること､

などがわかった｡

(4)いまの自分の状況をどう見ているか

質問群Cの4番目は､いま現在自分がおかれている状況を自分自身ではどのように見て

いるかを尋ねる質問であった｡図表 12の11質問項目それぞれについて､｢ほとんどあては

まらない｣｢あまりあてはまらない｣｢ある程度あてはまる｣｢かなりあてはまる｣の4つの

選択肢から1つを選んでもらった｡この図は､｢かなりあてはまる｣｢ある程度あてはまる｣

の割合を図示したものである｡

寧義12 いまの自分の状況をどうJLているか

自分のことtわかってくれる人がいる

甘みt布供でさる人がいる

F族M俳に■足している

自分tTTち込んでやれる何かがある

これまでのit持il沢はJrJであった

自分の生活は,JI市からう*くいっていると,I.>われている

やの仕事は自分の性格やt力に合っている

特jtの見i4LIt切るい

今のところ仕事と生活のバランスがとれている

種謙的に自立している

種洋的fJfで生活に余裕がある
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なお､この質問の11質問項目のうち､特に ｢今のところ仕事と生活のバランスがとれて

いる｣｢今の仕事は自分の性格や能力に合っている｣は､現在仕事に就いていない人にとっ

ては､ほんらい回答ができない質問項目である.実際これら2質問項目は､他の質問項目

に比べて無回答が多かったのであるが､なかには学生である回答者が､｢勉学｣を ｢仕事｣

と置き換えて回答してくれているような場合もあった｡とりあえず図表 12では､脚 ミ

回答してくれた結果をそのまま示しているが､こうした事情なので､これら2質問項目に

関する数値は正確なものとは言えないと思う｡

また図表 13は､図表 12の11質問項目のうち前段落で触れた2質問項目を除いた9質問

項目-回答について因子分野を行った結果を示したものである｡第1因子は､｢経済的に順

調な生活｣因子､第2因子は ｢親密な関係性の存在｣因子､第3因子は ｢自分のキャリア

の過去 ･現在 ･未来-の肯定感｣因子であると考えた｡

国表13 rいまの自分の状況をどう見ているか｣関連項目の因子分析の積果

質問項目 第 1因子 第2因子 第3因子
経済的な面で生活に余裕がある 0.788 0.006 0.051
経済的に自立している 0.675 0.118 -0.029
自分の生活は､周囲からうまくいっていると思われている 0.573 0.185 0.233
悩みを相故できる人がいる 0.130 0.825 0.206
自分のことをわかってくれる人がいる 0.124 0.768 0.268
家族関係に満足している 0.006 0.177 0.583
自分を打ち込んでやれる何かがある -0.002 0.072 0.536
将来の見通しは明るい 0.271 0.265 0.526
これまでの進路選択は順調であった 0.238 0.219 0.307

固有値 1.57 1.47 1.17

これら2表からわかるのは､次のようなことである｡

まず､図表 12に並んでいる上位3質問項目から､｢人間関係｣に関することでは比較的

良好な状況にあることがうかがえるという点である｡｢自分のことをわかってくれる人｣

｢悩みを相談できる人｣は､多くの場合身近な友人などだろうから､様々な人間関係の中

でも特に身近な親密な人間関係において､比較的満足のいく状況にある人が多い､このよ

うに言えるのではないかと考えられる｡

ただ図表13を見ると､同じ身近な人間関係でも､｢家族関係｣についての質問項目は第

3因子-の ｢自分のキャリアの過去 ･現在･未来-の肯定感｣因子-の負荷が大きく､第

2因子 ｢胡座な関係性の存在｣因子-の負荷が大きい他の2つの質問項目とt鮒 がヽ

異なるようである｡｢満足｣を感じることのできる ｢家族関係｣は､｢親密な関係性｣の場

という瀞掛 ､以上に､キャリアという点での ｢肯励 軌 を支える重要な条件となってい

丘､と推測できるo

先の3質問項目についで ｢かなりあてはまる｣｢ある程度あてはまる｣の回答の割合が大

きいのは､｢自分を打ち込んでやれる何かがある｣rこれまでの進路選択E剖幌調であった｣

｢自分の生活は､周囲からうまくいっていると思われている｣である｡これら3質問項目

のうち前二者は第3因子 ｢自分のキャリアの過去 ･現在 ･未来-の肯定感｣因子-の負荷

が大きいOそれに対して3つ目のものは第1因子 ｢経済的にl幌滑な生活｣因子-の負荷が
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大きい (つまり､｢周囲｣は､｢経済的に順調な生活｣を送っているかどうかを､生活が ｢う

まくいっている｣かどうかを判断する基準にしているだろうと､少なくとも若者たち本人

は思っているということである)のだが､ただ第3因子-の負荷もある程度ある｡さらに

上述のように､｢家族関係に満足している｣も第3因子に大きく負荷していることから､回

答者たちがイエスと回答している質問項目は､第2因子 ｢親密な関係性の存在｣因子-の

負荷が大きいもの-第3因子 ｢自分のキャリアの過去 ･現在 ･未来-の肯患惑｣因子-の

負荷が大きいもの-第1因子 ｢経済的に順調な生活｣因子-の負荷が大きいもの､という

順番になっていると言える｡ただし､｢いまの自分の状況をどう見ているか｣に関する質問

-の回答の全体的な分散をもっとも大きく規定しているのは､｢経済的に順調な生活｣を送

れているか否かという点にある｡

(5)噸 制感｣

質問群Cの5番目は､｢統制感｣に関わる質問である｡｢統制感｣とは､主に心理学の分

野で用いられている言葉で､"自分がうまく能力を発揮して努力しさえすれば､自分を取り

巻く様々なことがら･できごとを自らが ｢統制｣して､自分が思うような結果をもらたす

ことができる"と感じられる感覚のことを言う｡図表14には､比較的似たような質問項目

18質問項目が並んでいるが､これらは､この ｢統制感｣の質と程度とを測定するために心

理学の分野で開発された質問項目で､全部を合わせて ｢統制感尺度｣と名づけられている

ものである (高良美樹 1999 ｢統制感の発達的変化に関する研究.一･.学校特性および達成

国曇14 銑鋼虚

将来何になるかについて事えることは､役に立つ

あなたが手箱になるか不幸になるかは､あなたの努力しだいだ

努力すれば､りっはな人冊になれる

あなたが努力するかどうかと､あなたが成功するかどうかとは､あまり酔鉾がない

どんなに弊力しても､友人の本当の九持ちを理書することはできない

車社になるか不事になるかは､偶然によって決まる

自分の人生を､自分自身で決定している

あなたの人生は,ギャ/プルのようなものだ

自分の身におころことを自分の力ではどうすることもICきない

たいていの●合､自分自kで決断した方が､よい結果を生む

何でも.なりゆきにまかせるのが一書だ

あなたの人生は､Z命によって決められている

弊力すれば､どんなことでも自分の力でできる

いっLlうけんめいfEせは､だれにでもわかってもらえる

努力すれば､だれとでも友人になれる

自分の一生を思いどおりに生きることができる

あなたの将来は､連やチャンスによって決まる

自分の身におこることは自分のおかれているオgtによって決定されている

0 10 20 30 ■そう思うロややそう思う 80 90 100
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経験が及与軒｢影響について- J『琉球大学法文学部紀要 人間科学』第3号､参照｡高良

氏は､対象者が高校生だった頃にやった質問紙調査の共同調査メンバーのひとりである｡

｢統制感尺度｣は､高校時代の質問紙調査にも盛り込んだこ高良氏のこの論文は､対象者

の高校時代の回答の結果を分析したものである)Oいずれの質問項目も､｢そう思わない｣

｢ややそう思わない｣｢ややそう思う｣｢そう思う｣の4つの選択肢から1つを選んで回答

してもらったが､図表 14ではそれらのうち ｢そう思う｣｢ややそう思う｣の回答の割合が

示されている｡

これら18質問項目はほんらい､｢そう思わない｣1点､｢ややそう思わない｣2点､｢や

やそう思う｣3点､｢そう思う｣4点とし合計点数を算出するというように､一括した扱い

方をすべきもので､各質問項目ごとの回答を別々にしてあれこれと分析するというような

扱い方をすべきものではない.上にも触れたように､どれも比較的似た内容の質問項目な

ので､後者のような扱い方には不向きで､実際私は､図表 14からどういうことが読みとれ

るかをはっきりと言うことができなし㌔ したがって､ここではとりあえず､質問群Cの他

の質問と同様の図を示しておくにとどめたいと思う｡

(6)r3帆 についての思い

質問群Cの最後は､｢沖縄｣やあるいは也域についてどのような思いをもっているかを尋

ねる質問である｡図表 15の10質問項目がそれで､それぞれについて､｢全くそう思わない｣

｢あまりそう思わない｣｢まあそう思う｣｢とてもそう思う｣の4つから1つを選んでもら

った｡この図は､｢とてもそう思う｣｢まあそう思う｣の割合を示しているc

Eg義15 r沖縄｣についての思い

沖牡というところが好きだ

沖托の人Uとの人付が好きだ

沖ftの人々のものの事え方には.ほかのAの人Uととはi一った特赦がある

｢沖札付｣(ウチナーグチ)t点してゆきたい

自分は r沖84人J くウチナーンチュ)だという九持ちtbっている

r沖ft持J(ウテナーグチ)が好きだ

地元の行事や♯りにはflqi的に●加したい

この土鳩の人ではTLい.いわゆる rよそ事｣というようなことは机 沖純では士だ生きていら

Fの祖先には慧い心のつながり幸恵しろ

地方なまりが出るのは恥Tかしい
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dとてもそう思うE)まあそう思う
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また､図表 16は､それら10質問項目-の回答を因子分析にかけた結果を示したもので

ある｡第1因子は､｢『沖縄刃 (ウチナーンチュ)アイデンティティ｣因子､第2因子は｢『沖
縄語』(ウチナ-グチ)肯定｣因子､第3因子は ｢伝統志向｣因子と判断した｡

国表16 rF沖縄』についての思いJll遵境目の因子分析の結集

質問項目 第 1因子 第2因子 第3因子
自分は ｢沖縄人｣だという気持ちをもっている 0.705 0.275 0.013
沖縄の人びとの人情が好きだ 0.596 0.275 0.165
沖縄とい うところが好きだ 0.576 0.257 -0.047
沖縄の人々のものの考え方には､ほかの県の人びととは違った特徴がある 0.336 0.003 0.107
｢沖縄語｣が好きだ 0.352 0.806 0.138
｢沖縄語｣を残 してゆきたい 0.288 0.719 0.117

地方なまりが出るのは恥ずかしい -0.042 -0.338 0.000
家の祖先には強い心のつながりを感 じる 0.170 0.194 0.581
地元の行事や祭 りには積極的に参加 したい 0.368 0.358 0.387
この土地の人ではない､いわゆるrよそ者｣というようなことばが､沖縄ではまだ生きている -0.005 -0.016 0.171

固有値 1.67 1.66 0.59

日義17 著者の亀壌竃徽 (全ELと沖轟との比較)

あTLたIiOO (8 ･辻 .府 ･A)というところか好きで寸か. (00は住んでいる8it府
■)

もfLたばこの土椎の人Uとの人什が好さて丁か.

∞ (8 lit･府 IJt)の人Uとのものの事え方には.11かのAの人Uととはちかった特at
があると,思いますか. (∞ i土住んでいるCil肘A)

もfLたばこの土増のことはt鼓してゆきたいと,TDいますか.

あなたは∞ (8民 ･正長 ･府民 ･4人)だという丸持ちtおもちですか. (00は住んで
いろ8it府A)

もなたはこの土鳩のことばが好さですか.

あなたは稚元の行事や書りにはfIai的に●加したいと.tいますか.

この土増の人ではない.いわゆる rよそ+)というようなことばか､この稚叫では士だ生き
ていると,思いtTか.

tの祖先にIihい心のつTJかりt恵じる.

あTLたけ､稚方fLtりが出るのIi恥1かしいことだと,riいますか.

この質問の 10質問項目はいずれも､NHK放送文化研究所が行った｢全国県民意識調査｣

に盛り込まれていたものがもとになっている｡この調査は､各都道府県の16歳以上の人々

を対象に1979年と1996年との2回行われたものである｡調査対象者数が､各回とも各都

道府県900人､全国合計42300人というかなり大規模な調査である (有効回収率は､1978

年76.6%､1996年70.0%)｡図表 17は､1996年の方の詞査の結果について､その報告書

であるNHK放送文化研究所 『データブック全国県民意識調査 1996』(1997年発行)に記
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載されている数値をもとに私が伯戎したもので､図表15のもとになっている10質問項目

に対する16-25歳の若者の回答の傾向がどのようになっているかを示してある｡図示され

ているのは､｢そう思う｣｢そうは思わない｣｢どちらともいえない｣｢わからない｣という

4つの回答選択肢 (質問項目によって多少異なるが､どれもほぼこれに似た4つである)

のうち ｢そう思う｣を選んだ割合で､沖縄の若者たちの値と全国の若者たち全体の値とで

ある｡なお､質問項目を並べる順序は､図表 15と対応するようにしてある｡

図表 15と図表 17の沖縄の若者に関する帯とを比較してみると､両者のあいだで回答選

択肢が異なることもあって､数値には隔たりはあるが､(ア)質問項目の並び帳はほl鋼 じで

あること､(イ)上から6番目の質問項目と7番目の質問項目とのあいだにやや大きな段差が

ある点も同じで､6番目までの質問項目については､図表15では8割以上､図表17でも

8割をわずかに下回る値以上になっていること､などがわかる｡そうしたことから､｢沖縄｣

に対する思いという点では､今回の調査対象者は､沖縄の若者の｢椴的な傾向とだいたい

同じであり､"沖縄のことが好きだという気持ちが非常に強く､住んでいる人々の ｢人情｣

や言葉などについても好きである｡沖縄を他地域と比べて特徴的な地域だと考えており､

自分は沖縄の人間であるという意識も強くもっている"という傾向がある､と言えるだろ

う｡

因子分析の結果を示した図表 16からは､｢『沖縄人』アイデンティティ｣を抱くというこ

とと ｢沖縄語｣あるいは ｢伝統｣-の愛着 ･こだわりといった感覚をもつこととは､背反

はしないがやや財欲元をなしていることoそのことと重なるが､沖縄では阻先信仰が根強

く残っていることが言われているが､若者たちの間では､たとえ ｢相中絶入』アイデンティ

ティ｣をもっている者でも､必ずしも ｢家の祖先-の強い心のつながり｣を抱いているわ

けではないこと､などに気づいた｡

Ⅱ r自己アイデンティティ｣および r沖縄｣に騨する糟因子間の胃体

Ⅱでは､｢C 『自己アイデンティティ』および 『沖縄』に関する質問群｣に属する質問

それぞれについて､度数分布及び因子分析の方法を用いて､各々の質問ごとの全体的な回

答傾向を見てきた｡Ⅱでは､Ⅱにおける作業の中で抽出された計 16個の因子間相互にど

のような関連があるかを見ていこうと思う(｢統制感｣に関する質問-の回答は､分析の対

象から除外している)0

図表18はこの点を､各因子の因子得点の相関係数によって示したものである｡絶対値が

0.2以上の数値はゴシックで示し､さらに0.3以上の数値には網掛けをしてある｡また､

表中の ｢自｣は ｢自己イメージ｣､n軌 は ｢職業生活についての考え｣､｢人｣は ｢人生に

とって重要なこと｣､｢今｣は ｢いまの自分の状況をどう見ているか｣､｢沖｣は ｢『沖縄』-

の思い｣の各質問を示しており､数字はその質問における因子の番号を示している｡例え

ば､｢人2｣であれば､｢人生にとって重要なこと｣に関する質問の第2因子ということに

なる｡

図表19は､これら16個の因子の因子得点を再度因子分析 (｢第2次因子分析｣と呼ぶこ

とにする｡また､それによって析出された因子を ｢第2次因子｣と呼ぶことにする)にか
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けた結果を示したものである.表中の ｢自1｣等の意味は図表 18の場合と同様であるoな

お､ここまでの因子分析の際の処理法に準じて､16因子の因子得点中8割以上､すなわち

13因子以上の因子得点が算出されている回答者のみを分析の対象とし､その人たちの算出

されていない分の因子得点については､その因子得点の平均値を入れて計算した｡

蘭 8 唱己アイTンティティ｣および 榊仙 (1肘召由If面積衰岳衰

己に自 書目 忌Jt り■ 安和 ,a 書人 魚人 活人 工人 な今 の今 兼ア今 イ沖 定押

イも1メと. 定2的 . ill着 . 上2那 . 定3志 . 向4 患1 王2枚 . に3お . 枕4 生1活 . 存2衣 . -の 3の過 . ヂ1 2
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日義19 16El子の田子縛点の第 2次因子分析の結集

第 1次因子 第 2次第 第 2次第 第 2次第 第 2次第 第 2次第 第2次第
1田子 2因子 3因子 4田子 5田子 6因子

人 2 .様々な人間関係正視 0.835 0.106 0.014 -0.002 0.019 0.061
沖 3.伝統志向 0.425 0,123 0,239 -0.051 0.162 -0.018

沖 1. ｢沖縄人｣アイデンティティ 0.409 0.125 0,085 0.320 -0.113 0.075
今 2 .親密な関係性の存在 0.325 0.316 -0.021 0.224 -0.250 0,019
沖 2.｢沖縄詩｣肯定 0.300 0.049 0.178 0.154 -0.137 0.072

自2 .自己準拠的な肯定的自己イメージ 0.017 0.643 0.016 -0.055 -0.038 -0.036
今 3 .自分のキャリアの過去 .現在 .未来-の肯定感 0.110 0.610 0.163 0.076 0.000 0.001
自1.他者との比較にもとづく肯定的自己イメージ 0.082 0_459 0.168 0.118 0.054 0.031
今 1.経済的に塀禰な生活 0.060 0.199 0.011 -0.083 0.056 0.034

人 1.社会貢献-の意志 0.133 0.089 0.840 0.056 0.070 -0.113
聴 1.帝業-の専心忌避志向 -0.122 -0.226 -0.603 -0.064 0.071 -0.151
人4 .自分流の生活重視 0.022 0.032 0.060 0.567 0.068 -0.036
職 4 .自由な撒美人志向 0.081 -0.062 0.014 0_554 0.044 0.126

職 2 .職業による成 り上がり志向 -0.008 0.086 -0.004 0.145 0.749 0.156
人 3 .林業 .家庭生活における成功志向 -0.107 0.218 0.172 -0.007 0.270 0_685

職 3.撒業における安定志向 0.155 -0.082 -0.068 0.087 -0.013 0.458
固有値 1.34 1.31 1.26 0.87 0.78 0.78

これら図表 18･19から (特に図表 19の方にもとづいて)気づいたことを列挙すると､

以下のようになる｡

① ｢沖縄｣に関する3つの因子すべてが､｢人生にとって重要なこと｣の ｢様々な人間

関係重視｣因子､｢いまの自分の状況をどう見ているか｣の ｢親密な関係性の存在｣因

子とともに､第2次因子分析の第1因子に負荷している｡そのことは､｢沖縄｣やその
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文化や ｢沖縄人｣であることにこだわりや愛着を感じている人は､人生において様々

な人間関係を大事にしようと思い､現に親密な人間関係を取り結ぶことができている

傾向がある､ということを意味している｡"沖縄は人のつながりを大切にする土地だ"

というような､よく言われることを立証するような結果である｡ただ､なぜこのよう

な結果が出るのかについて､いくつかの可馳 ミある.例えば､沖縄は実際に "人の

つながり"を大切にする土地であり､そういう土地柄にとりわけ強く影響を受けて育

った人が､人間関係を大事に思うようになり､実際に良好な人間関係を取り結ぶこと

ができている､という可能性もある｡あるいは､人間関係を大事に思うようになり､

実際に良好な人間関係を取り結ぶことができている人が､沖縄は "人のつながり"を

大切にすると｢股に言われている故にその土地に対して､そうでない人に比べてより

強い愛着を抱いているという可能性もある｡その他にもいくつかの可能性があり､そ

れらのうちのどれかが完全に間違っているとか､どれかだけが唯一正しいとかいうこ

とではなかろう｡ただ､どの側面が相対的により強く効いているのかを判断すること

はできる古代 とは言っても､今回の分析の限りでは､あるいはこの調査で収集し

たデータの限りでは､その判断を下すところまでは至り着けなかった｡

② ｢自己準他的｣､｢他者との比較にもとづく｣のいず仙こせよ ｢肯定的自己イメージ｣

が抱けるためには､当然といえば当然だが､｢自分のキャリアの過去･現在･未来｣に

対して肯定的な感覚が抱けることが必要であることを､第2次因子分析の第2因子に

対する因子負荷量瑚恥ま示しているO

③ この第2次因子分析の第2因子に対して､①で触れた ｢沖縄｣に関わる因子はいず

れも､あまり負荷量が大きくなし㌔そのことは､｢沖縄｣に対する何らかのこだわり･

愛着は､自己に対する肯定的な感覚を抱くことを阻害することはないにせよ支え強め

たりすることはあまりないし､あるいは逆に､自己肯定感が強い人が ｢湖 軌 -の思

い入れも強くなるということもないことを意味している｡両者の間には､あまり相関

が見られないのである｡

④ 第2次因子分析の第2因子に相対的に大きく負荷している､②で言及した以外の因

子としては､｢いまの自分の状況をどう見ている机 の ｢親密な関係性の存在J因子が

ある｡前述のようにこの因子は､｢沖縄｣関係の因子の負荷が高い第2次因子分析の第

1因子にも負荷していた｡そうすると､｢栽鹿な関係性の存在｣には多少とも異なる2

つの次元が入り混じっており､その1つは自己肯定感と関連がある (自己肯定感を支

える条件となるといった形で)が､①で見た ｢沖縄｣-のこだわり･愛着と関連があ

るのは､それとは異なる次元である､ということになる｡

⑤ ｢自分流の｣､｢自由な｣ということと関連がある第2次因子分析の第4因子に､rF沖
縄人』アイデンティティ｣因子が負荷している｡これも､｢沖縄｣についてよく言われ

ることの一部を立証するような結果であるが､それが生じている因果関係については､

①同様､いくつかのことが考えられる｡
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