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Ⅲ 沖縄の若者たちの ｢自己の再帰的プロジェクト｣と ｢沖縄｣:インタビュー調査より

1 調査の扱栗

本研究では､Ⅰの1で述べたように､後期モダン社

会を生きる若者たちの自己アイデンティティの構築 ･

再編のプロセス (-自己の再帰的プロジェクトのプロ

セス)を､特に沖縄の若者たちを事例として取り上げ

つつ､また彼ら/彼女らにとって沖縄というローカリ

ティがどのようにイメージされ意味づけられているの

かにとりわけ焦点を当てつつ､掴むという課題意識に

立って､そのための実証的データを得るべくインタビ

ュー調査に取り組んだ｡Ⅲは､そのインタビュー調査

の結果の報告である｡

調査束像者は､私が2001-2002年度に取り組んだ｢高

校における学校体験と20代初めの時点での進路分化

- 沖縄県における調査研究｣の質問紙調査に回答し

てくれた人たちの中で､インタビュー調査にも協力が

得LAl,た人たちであった (Ⅰの3に事情の詳細を述べ

た).調査の趣旨からして上記 200 1-2002年度の研究

の際に行ったインタビューも､本研究における調査と

して考えて差し支えないので､それらも含めインタビ

ューは2002年度及び2003年度に実施した､というこ

とになる｡Eメール及び電話で連絡をとり､調査対象

者各人と私とで都合を相談し､適当な場所 ･時間を決

めインタビューを行っ7㌔ インタビューは1対1で行

い､インタビュー時間は1人つき1時間～2時間半程

であった｡

インタビューは､その人が記入した質問紙-の回答

を見てもらいながら (この質問紙調査では､高校日計七

の回答との比較をするためという趣旨を回答者に示し

た上で質問紙にあらかじめID番号を付し､その質問

紙に直接回答を記入して返送してもらったので､どの

質問紙がその人のものかがわかるようになっている｡

なお回収は､ほぼ2(氾2年3-6月)､なぜそのように

回答したかなど詳細を尋ねつつ､その答えに応じて必

要だと思われたことも加えて尋ねる､というやり方で

進めた｡質問紙は､大きく分けると､次の5つの質問

群から成り立っていたので､インタビューでのやりと

りも､主としてそれらのことをめぐって行われた｡

･職歴に関する質問群

･学歴に関する質問群

･｢自己アイデンティティ｣および ｢沖縄｣に関する

質問群

･高校時代に受けた教育 (主に進路指導)に関する

質問群

･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

インタビューを行ったのは､22名であった｡Ⅰの3

で述べたような経緯で対象者を選定したので､対象者

はいずれも1994年度時点で沖縄にある高等学校の第

1学年に在籍していた若者たちであり､したがって調

査期間の2002･2003年度の時点で年齢は23-25才

である｡

22名の対象者のうち 12名が､インタビュー時点に

非正頒雇用で就労していた｡うち1名は､臨時教員だ

が既に教員採用試験に合格しているので数年後には正

規採用で教員になれるであろうし本人もそれを望んで

おり､また別の1名は､現在の職場に満足していてそ

のまま正社員になりたいと本人も希望しその可能性も

高いが､それ以外の13名は､今後のライフコースがど

うなっていくか､不確定なところが大きいと言える｡

また､インタビュー時点で5名が正規雇用で働いてい

たが､その5名にしてもその仕事をそのまま続けるこ

とに特に迷いがないと推測できたのは1名だけだった

(以上の17名以外のインタビュー対象者には､既に教

員採用試験に合格している教員志望の院生1名と､司

法試験受験のための専門学校生2名､司法試験合格を

目指している院生1名､大学夜間部の学生1名)｡この

ように､インタビュー対象者は､大卒者の割合が圧倒

的に多い (22名中 17名｡他の5名も､うち1名が大

学夜間部在学､2名が大学中退)が､にもかかわらず､

学校から職業-と移行し移行後数年経った時点までに

彼ら/彼女らが辿ったルー トは､直線的と言えるケー

スはほとんどなく､多様化 ･複雑化の様相を既に示し

ているか､そのことを予測させるものとなっていた｡

2 分析

インタビューの結果からは､様々な知見が得られた

し､また追究すべき課題も多々浮かび上がってきた勺

しかし､本報告書では､次の2つの課題に絞って､イ

ンタビューのデータを解釈 ･分析していくことにした

い｡

(1)対象者たちにおいて自己の再帰的プロジェクト

はどのようなあり方をとって進められているカ㌔

(2)対象者たちにとって沖縄というローカリティは

どのようにイメージされ意味づけられているかも

また､それは､彼ら/彼女らの自己の再帰的プロ

ジェクトの中でどのような位置を占めているカも

なお､以下で対象者の言葉 ･話として記されている

のは､インタビューの際に実際に語られたそのままで

はない｡趣旨を歪めないように注意しながら､私が言

葉を換えたり補ったりしているところがあることを断

っておきたい｡特に ()内は､私による補いである｡
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(1)それぞれの ｢自己の再帰的プロジェクト｣を掴む

① ｢自己アイデンティティ｣は掴めるのか

1つめの､対象者各人の自己の再帰的プロジェクト

はどのようなあり方をとって存在しているかを掴むと

いう課題に関する議論を開始したい｡まずは､2人の

対象者から聞き取ったことを記してみたい｡

【Fさんのケース】(2002年11月インタビュー｡女性)

Fさんは､インタビュー時点で若い女性をターゲッ

トにした東京の百貨店で､準社員として働いている｡

仕事の中身は､接客と商品の買い付けである｡この百

貨店は準社員から正社員になる道が開けており､いず

れ正社員になってマーケット リサーチ部門などの｢コ

ア業務｣に携わりたいと思っていたFさんは､その可

能性があることを理由に､この百貨店に就職すること

を決めた｡

Fさんは､高校生の時から服などのものを売る小売

業を経営したいという希望があった｡Fさんにとって､

現在の仕事は､その希望を実現していく上でのひとつ

のステップとしての意味合いがある｡

Fさんは､高校時代からそのような希望を抱いてい

たため､そのために必要な知識などを身につけようと､

現役時には経済 ･経営系の大学を受験するが､失敗｡

当時はまだその希望についてあまりに詰めて考えては

いなくて､自分の学力レベルを超える大学を受験した

からだったという｡浪人中進路について再度考え､親

戚などにも相談したところ､沖縄では経営はむずかし

いだろうと言われ､あまり判断材料もないままにその

アドバイスを受け入れ､一転して臨床心理士になろう

と決め､翌年度はその領域の大学を受け合格した｡

しかし大学では､専門に選んだ心理学に馴染めず(イ

ンタビューの最中に私が､"人間が生きている外の社

会的世界から切り離されたかたちで内面ばかりほじく

ってどうなる"というような､社会学からの心理学批

判があると紹介したら､彼女自身もそういう感じを心

理学に受けていたと言っていた)､入学後3･4ケ月で

臨床心理士の道はあきらめた｡その後教職課程を履修

し､特に2年次の時はその単位も含めあたかも ｢単位

とりマシーン｣のように単位を取りまくっていた｡し

かし､逆に卒業後の進路のことはあまり考えなくなっ

てしまい､公務員試験も受験するが不合格､大学卒業

間際になっても進路がはっきりしない状態だった｡

Fさんは､英会話教室に通っていた時期があり､そ

の時いっしょだった人にあるバーに連れて行ってもら

い常連になり､その店の他の常連客とも知り合うよう

になった｡その店で飲みながら上のような当時の彼女

の状況を話すと､皆自分の ｢生き方｣の話をしてくれ

て､それを聞く中でFさんは､｢できそうなことではな

く､やりたいことをやろう｣と思うようになった｡そ

れが卒業直前の1･2月､それから彼女は､いろいろ

な企業のことを勉強しようと新卒者対象の様々な企業

説明会に潜り込むようになる (彼女は､ほんとうi甥

にその説明会の対象ではなかったのだが)｡そうする中

で､自分に向いていること･やりたいことが少しずつ

わかってきた｡そして､ある小売業界の説明会を聞い

ている際に､｢これ､やりたいことかもしれない｣と思

い､その思いが､高校生の頃ものを売ってお金儲けを

したいと思っていたこととも通じることに気づいた｡

そうした経緯で彼女は､冒頭で角蜘.たようにある百

貨店に就職することになった｡

Fさんがこの百貨店に就職する時点では､百貨店側

は､Fさんの働きぶりを見た上でないと正社員にする

かどうかはわからないと言っていた｡が､おそらくす

ぐれた働きぶりが認められたのだろう､Fさんには早

くも正社員にならないかという話が舞い込んでいる｡

しかしFさんは､その話を受けるかどうか､インタ

ビュー時点では思案中である｡というのは､正社員に

なれば4年間は接客の仕事を続けなければならず､い

ずれ経営の仕事に携わりたいと考えているFさんにと

って､その4年間が長すぎると感じられたからである｡

もっと早くに､経営に関わる仕事を始めたいとのこと

だった｡

そのような事情で､Fさんはインタビュー時点で､

具体的に転職に向けて動いているということではない

が､他にどういう仕事があるか降すようにしていた｡

なお､Fさんは､自分自身で小売りの店を興すこと

は､｢現時点では無理｣と判断し考えていないとのこと

だった｡今考えているのは､既にある小売業の会社に

就職しその経営部門に携わることだという｡

【Uさんのケース】(2002年 11月インタビュー｡女性)

Uさんは､インタビュー時点で､国や地方自治体の

委託事業を請け負う､沖縄県のある会社で正社員とし

て働いていて､自治体に対してその地域の住民のニー

ズを調査しつつ､観光等での地域興しの提案を行う仕

事を担当している｡

Uさんの両親は､アウトドアの余暇活動を行うある

集まりに所属していて､毎週のようにキャンプなどに

出かけていた｡Uさんも幼い頃から両親に連れられ出

かけ､知らない人同士で交流する機会をもってきた｡

その中でリゾー ト地のホテノLやショップの人たちと知

り合い､Uさんは早くも中学生の頃､そのように観光

の場でお客さんと接する仕事がしたいと考えるように

なった｡その頃から既に ｢進路が決まっていた｣とい

うことだ｡

Uさんは､そうした進路に進むための準備に有益だ

ろうと､高校進学を決める時点では商業高校に行くこ

とも考えたのだが､大学にまで進みたいとも思ってい

たので結局普通科の高校に進学した｡大学進学につい

ても､高1･2の頃から既に､県内で観光関係のセク

ションのある大学を進学先として決めていて､実際推

薦でその大学に入学した｡県内と決めたのも､観光地

である沖縄に立地している大学がいいだろうと考えた

からだった｡ただ､大学で教えられていたことと観光

の現場で実際に行われていることとの間の距離を感じ､
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卒業論文につながるゼミナール以外はあまり意義を見

出せなかったようだ｡

したがってUさんは､大学ではあまり勉強せず､力

を入れたのはむしろ観光関係のアルバイ ト (リゾー

ト･ホテルのフロントの業務等)だった｡この分野の

アルバイトは､高校時代から既にやっていて､高校 ･

大学時代を通じてアルバイ トを続ける中で､Uさんは､

よい上司のもとで働けることが大事だと思うようにな

り､かつ自分がアルバイ トを通じて見てきた所には､

｢この人のもとで働きたい｣と思えるような上司に巡

り会えなかったという｡

そう思っていた大学4年次の終わり頃､インタビュ

ー時点で勤めている会社の従業員に欠員が生じ､その

会社と関わりがあったUさんにアルバイ トとして働か

ないかと声がかかったOUさんは､翌日からアルバイ

トに入り､卒業時点で社長から社員になってほしいと

言われ､そのままここに就職することにした｡

Uさんは､この職場では ｢他のところで勧めるより

も3倍は学ぶことが多い｣と､ここでの仕事に充実感

を感じている｡ただ､Uさんは､ほんとうは観光に来

たお客さんと直に按する仕事をしたい､それがもとも

と性に合っていると考えており､今すぐにということ

ではないが､いずれそうした仕事ができるところに変

わることも考えている｡職場自体が､ここに骨を埋め

るというふうに考える人は少なく､社長もここでいろ

いろなことを吸収し次のステップにつなげていっても

らってかまわないと考えているという｡

以上は､Fさん ･Uさんそれぞれから聞き取ったこ

とを､私が構成して示したものである｡ここからは､

Fさんは小売業の経営に携わるという希望を､Uさん

は観光業でお客さんと接する仕事に就くという希望を､

いずれもかなり早い時期から抱くようになり､それぞ

れ粁余曲折はあるにせよ (特にFさんは､大学日割七の

大半の期間はその希望を忘れてしまったような状態で

あったが)､その希望の実現に向けて歩みを進めている

- こうした物語がうかがえると言ってもよいだろう｡

先に､自己の再帰的プロジェクトとは､自己アイデ

ンティティという生活歴の物語を､自ら再帰的に､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

り､より具体的には自分がどういう｢ライフスタイル｣

を選択L構築するか (-｢ライフ･プランニング｣)と

いうこととして表れてくるものである､と述べた (Ⅱ

の3-5)｡そうだとすれば､上述のFさん ･Uさんに関

する記述はいずれも､将来就く仕事に関する希望とい

うことを軸にそこに至り着こうとするこれまでの生活

歴の道筋を描いた物語であるのだから､それらは2人

の自己アイデンティティの物語なのであり､またそう

した物語として構成できる2人のこれまでの生活歴上

の諸経験は､彼女たちの自己の再帰的プロジェクトで

あった､このように言っていい- だろうか?

自己アイデンティティという物語は､各人がそれを

常に言葉で明瞭に語れるように保持している､つまり

｢言説的意識｣(Ⅲの3-1参照)のレベルで保持してい

るというものではないだろう｡そうではなく､通常は

｢実践的意識｣のレベルで保持されていて､ライフス

タイルの選択 ･構築を行う際の導きとして参照される

ものだと考えられる｡今回のインタビューは､そのよ

うにふだんは実践的レベルにある対象者各人の自己ア

イデンティティの物語を､言説的意識レベルに上らせ

てもらう試みだったと言っていいだろう｡

そうだとすると､Fさん ･Uさんについて私が構成

した先のような物語と､彼女たち本人が実践的意識レ

ベルで保持する自己アイデンティティの物語とは､ま

ず､

i)インタビューを通じて実践的意識から言説的意

識-とレベルの転換を行うことによって､言説に

よって語られた物語は､元の実践的意識レベルで

生きられた物語とは異なるものになってしまう可

能性がある

といった点で､両者がそのまま同一のものと考えるこ

とには慎重でなければならない｡さらに､

ii)前者は､私がした質問-の彼女たちの回答にも

とづいて私が構成した物語なのであるから､(ア)

その質問が問題とした トピックがそもそも彼女た

ちの自己アイデンティティにとっての重要度が大

きかったのかどうかはほんとうのところは定かで

はない､(イ)仮に重要なトピックを扱っていたとし

ても､その トピックについての質問-の回答を解

釈し彼女たちの自己アイデンティティとして構成

する作業を行っているのは､彼女たち本人ではな

く私である､等々の点で､後者とはズレがある

山)インタビューの場で語られた自己アイデンティ

ティの物語は､そのインタビューにおける相互行為過

程のコンテクストに依存して構築された自己物語であ

る22

といった問題も考慮しなければならない｡

そのようなことなのではあるが､ただ､ある人の自

己アイデンティティの物語がどういうものであるかは､

今回私が行ったようにその人についてさまざまなこと

をインタビューするなどを通じて他者が介入し言説化

を促すといった方法をとらない限り､通常は- 日頃

からよく自分を見つめ日記を書くなどして自分のこと

を言説化していないかぎり- なかなか明るみに出せ

ないものではないだろう｡それは､人の自己アイデン

ティティの物語がどのようなものであるかを掴むため

のやむを得ない方法- -その方法そのものが掴もうと

しているものの精確な把握にとって障害となってしま

うのであるが- であると考える｡そう考えて本稿で

は､インタビューの中で対象者が語ってくれたことを

22これは､｢ストーリーが語られるには､語り手だけでなく聞

き手 (インタビュアー､聴衆､世間)が必要である｡調査イ
ンタビューでは､インタビュアーと語り手の言語的相互行為

によってライフストーリーが語られ､そのストーリーをとお
して自己や現実が構築される｣(桜井 2CK)2:61頁)､という問

題である｡
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素材に､私がその人の自己アイデンティティはこのよ

うなものだろうと想定し構成したものをそのまま-

上のi) ii)ih)等を考慮して､それらの事情によっ

てもたらされる物語の変容の内容 ･程度を推し量り､

実践的レベルでの自己アイデンティティの物語を復元

してみる､といった試みは一切せずに- その人自身

にとっての自己アイデンティティであると判断し記述

している｡そのことを断っておきたい｡

②一点集中型の自己アイデンティティ･自己の再帰的

プロジェクト

(彰で述べたように､インタビューでの回答をもとに

私が構成した対象者たちの自己物語と､対象者当人の

自己物語とのズレは必ず存在するであろうが､ただケ

ースによっては､両者は相当程度一致していると考え

てよさそうな場合もある｡例えば､Rさん (2002年

10月インタビュー｡その時点で在沖｡男性)は､大学

入学以降仏教系のある教派の信仰活動に熱心になった｡

彼はインタビュー時点で､市役所で臨時の仕事をしつ

つ教員採用試験合格を目指していたが､教員になると

いうことも教育を重要視するその教派の考え方に沿っ

たものだった｡そうしたRさんのようなケースについ

ては､本人自身が描く自己物語の､少なくとも筋書き

の軸はその教派の信仰にあると推測して､ほぼ間違い

ないと思う｡実際 ｢その信仰は自分のアイデンティテ

ィの柱になることがらか?｣というこちらからの質問

に対して､Rさんは､｢それは当然である｡友だちなど

に自分のことを理解してもらおうと思うとき､このこ

とぬきには理解してもらうことはできないと思う｣と

述べていた｡

次の0さんのケースもそうである｡

【oさんのケース】(2003年 10月インタビュー｡男

性)

0さんは､インタビュー時点で､レーサーになるこ

とを夢見つつ､神奈川県にあるレーサー養成の学校に

勤務し､様々な雑務の仕事を行っている｡

0さんは高校に入学した頃車が好きで､卒業後は車

のメカについて学べる工業大学に行きたいと考えてい

た｡しかし､高校での勉強の中身はそうした0さんの

関心とは合わず､0さんは何のために勉強をやってい

るのかがわからなくなり､勉強をやる意欲が失せてし

まった｡大学に行くのであればレース ･カーのメカニ

ックについて勉強したいと思っていたが､受験するた

めの勉強をする気がもうなくなってしまい､そこでレ

ーサーを目指すことにする｡ほんとうは高校を中退し

たかったのだが､高校ぐらいは出ておけという親の言

葉にしたがい高校は卒業､卒業後､仕事先も紹介して

くれるという約束で､あるレーシング･スクールに入

ることになり､沖縄を離れた｡

その仕事先は､東京都にあるガソリン･スタンドだ

った｡0さんはそこで3年間､準社員という身分で勤

務した｡レーシング･スクールのほうは､月に2回サ

-キットで走り､その様子を見て指導をしてもらい､

タイムが早くなると次の段階で進むというシステム

(4段階まである)になっていた｡

レーシング･スクールとガソリン･スタンドとの掛

け持ちは､決して楽ではなかった｡サーーキットで走る

ためには､1回5万円ほどのお金がかかり､加えてサ

ーキットがある場所は遠いので交通費もバカにならな

い｡また､レーシング･スクールに通う人は､ふつう

はその前段階である程度腕を磨いてからスクールに入

って来るものなのだが､0 さんの場合車の免許をとっ

てすぐにサーキットに出たので､特に最初は散々であ

った｡が､やると決めた以上一生懸命練習し､ふつう

だと第1段階は1回で､第2段階は半年から1年ほど

で通過するところを､0 さんは､1年半かけて第2段

階まで通過し第3段階に進むところまで辿り着いたの

だが､結局そこでレーシング･スクールをやめてしま

った｡

それは､ひとつには､第3段階で使用するサーキッ

トはこれまでよりも遠くいっそう交通費がかかるよう

になり､また第3段階になるとクラッシュさせた場合

その本人に修理費の請求がくるようになり､その金額

として5･60万円もかかるなど､金銭的な負担がいっ

そうきつくなること､もうひとつには､勤務期間が長

くなってくると準社員とはいえ､サーキットに出ると

いう理由で休みがとりづらくなってきたこと (スクー

ルには支障なく通えるという約束だったはずなのだが､

いったん勤め出してしまえば､勤務に出なければなら

ない時には出ざるをえないだろうと迫られるような感

じで)､が理由だった｡そのような事情で 0 さんは､

だんだん嫌になってきて､ゆっくり考えたい､逃げ出

したいと思っていた｡ちょうどその頃､世話になって

いた上の人がスタンドを辞めてしまうということも重

なって､0さんはスタンドもスクールも辞めて沖縄に

戻ってしまった｡

沖縄に戻って半年ほどは､0 さんは､母親のいる実

家のアパー トに住んで失業保険の受給を受けながら､

何もやる気がせずぼーっとしていた｡その後､次第に

お金がなくなってきてまずいなと思っているところに

友人から誘いがあり､ボーリング場にあるビリヤード

の係員のアルバイ トを始めた｡が､やりがいをまった

く感じられない｡辞めて次に､探偵をやっている会社

に勤めるようになった｡そこでの仕事はほぼ浮気捜査

(調停や裁判の際の証拠とり)で､人間の嫌なところ

が見えてくるばかりで､やはりやりがいを感じられず

そこも辞めてしまう｡

0さんはその時､やっぱり目標がないとダメだ､生

きている感じがしない､もっと希望をもって生きたほ

うがいいと思い､もう一度レーサーになる道に戻ろう

と決心する｡レース関係の雑誌を見ていて､そこに出

ていた元レーサーが経営しているレーシング･スクー

ル宛に､何でもやるからそこにおいてほしいと手紙を

書き､その後季節労働で静岡県に出ている最中に先方

から応答があり､そのスクールで働くようになって現
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在に至っている｡

インタビュー時点で0さんがスクールでやっている

仕事は､車を整備してサーキットまでもっていくこと

などである｡自分自身が車に乗ってサーキットに出ら

れるわけではない (ちょっと乗ってみないかと声をか

けてもらえる時以外)のだが､毎日のように車を見て

いると､レースとは縁遠いところで生活しているのと

比べて､すぐにでも運転できそうな気がするという｡

そうやって､プロになるのはかなりむずかしいとわか

っていながら､にもかかわらずその夢を捨てずに過ご

しているとのことである｡

質問紙の ｢仕事以外に自分の生きがいをもちたい｣

かどうかという質問に対して ｢全くそうは思わない｣

に回答していた(回答者全体では､｢とても｣プラス｢ま

あ｣そう思うが9割を超えていた)ことに触れて話を

聞いてみると､0さんは､仕事そのものが生きがいだ

と答えていた｡その場合の ｢仕事｣とは､レーサーに

なることができた際のそのレースの仕事であり､そこ

につながりうると彼自身が位置づけているスクールで

の今の仕事ということになるだろう｡また､あなたの

人生にとって ｢良い結婚相手を見つけ､幸せな家庭を

きずく｣ことが重要かどうかという質問に対して ｢あ

まり重要でない｣と回答していた (回答者全体では､

｢たい-ん｣プラス ｢少し｣重要であるが8割を超え

ていた)のに対して､｢仕事に打ち込んでいたらそれは

むずかしい｣と答えていた｡このように0さんは､レ

ーサーを目指すというひとつのことがらを拠り所に自

己アイデンティティを描き､そこに関心やェネルギー

を集中させて､その実現に向けての自己の再帰的プロ

ジェクトに取り組んでいると言っていい｡それは､｢一

点集中型｣の自己アイデンティティ･自己の再帰的プ

ロジェクトとでも形容できるあり方である｡

そうしたあり方は､先に見たFさん ･Uさんが､い

ずれも職業上の希望の実現を自己アイデンティティの

重要な柱にしているように見えるにもかかわらず､異

文化に興味があるので旅をすることはやめたくないと

思い､また人と関わり人と人とをつなげることを大切

にしていたり(Fさん)､仕事以外に友だちとの交友関

係や遊びも自分にとって大事なことだと考えていたり

(Uさん)するのとは対照的である｡また､ミュージ

シャンという､それで稼いでいくには非常にむずかし

い特殊な仕事という点では0さんと同じタイプの道を

目指しているDさん (2002年 11月インタビュー｡そ

の時点で千葉県在住｡男性)が､そうした夢の実現の

困難さにもかかわらず､またコンビニの店員のアルバ

イトをやって月収 14万円で暮らす生活のきつさにも

かかわらず､どこか余裕が感じられたのとも対照的で

あった｡Dさんの場合は､今はミュージシャンを目指

レ1ンド活動を中心において暮らしているが､音楽は

それを仕事にできなくてもやり続けられさえすればい

いと考えている｡0さんの場合､実際にレーサーにな

るのはむずかしいことは知りながらも､それをあきら

めても他にこれをやると意欲をかき立てられる目標が

ないと､その目標-の執着の仕方により切羽詰まった

ものが伴っているように感じられた｡沖縄に一時期戻

った時の空虚感を､もう二度と味わいたくないと思っ

ているからなのだろうと､私は想像しているし､イン

タビューで彼からのそういう趣旨の応答もあった｡

ただ0さん本人によれば､今の生活が別にきついと

は思わないとのことだ｡そして､きつくはないのだけ

れど､金銭的に何とかやり繰りして､3ケ月に1回ほ

どの割合で沖縄に戻り､友だちと会って現状を聞くな

どして､気分を新たにしているという｡そのように比

較的頻繁に帰省ができ､帰省先に何らかの形で支えに

なる人がいることも､端から見ればかなり厳しい今の

境遇に対して悲壮な決意をもって固執し独力で頑張り

抜くというような状態に､何とか陥らずに済んでいる

要因の1つになっているように思われる｡

③一点集中をめぐる二極の困難

今回のインタビュー対象者の皆がこのような ｢一点

集中型｣の自己の再帰的プロジェクトを進めているわ

けではない｡Fさん ･Uさんがその反例に当たること

は先にも触れたが､この2人だけではなく､むしろそ

の方が多い｡

その一方で､インタビュー時点でむしろそうした一

点集中できるものが見出せず思い悩んでいるとも受け

とれるケースにも出会った一

Aさん (2003年10月インタビュー｡男性)がそのケ

ースに当たる｡Aさんは､2001年3月に沖縄の大学を

卒業､新卒で東京都のある会社で正規社員の身分でプロ

グラマーの仕事を始め､インタビュー時点で2年半ほど

経ったところだった｡Aさんの所属している課は､納期

直前など忙しい時もあるがそういう特殊な時期を除い

て､なるべく定時で上がるということが ｢文化｣になっ

ているようなところで､皆基本的に遊ぶのが好きで､2

ケ月に1回ほど課の人たちでどこかに行くイベントが

もたれ､かつ技術では他の部署には負けないという自信

を皆どこかでもっているようなところだという｡

給与面でもだいたい平均的だろうと受けとめている

とのことだったので､Aさんはそういう部署で仕事をし

ていることに満足しているのだろうと､インタビューの

前半では私は考えていた｡ところが､インタビュー終盤

近くになって､総括的に今の自分をどう考えているかを

尋ねた質問-の回答の中で､Aさんは､｢(庸二京に出て

きて以来)自分が成長したかというと疑問に思っている.

もっとがむしゃらにやらなきやいけないかなというの

が正直なところ｡何もかも中途半端)趣味にしても (A

さんは中学の頃から管楽器を始め､東京に出た後もある

アマチュアのブラスバンドに所属している)仕事にして

も｡がむしゃらにやらないと東京に来た意味がない｡成

長したのを自分でも確認できるようになって､自信をも

って沖縄に帰りたい｣と言っていた｡

Aさんは､中学･高校のブラスバンドの部活でスパル

タ式の指導をされ､がむしゃらにやるのが当たり前だと
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思うようになった｡が､大学日新七悩みごとを友だちに相

談した際に ｢自分に厳しすぎるから深みにはまってい

く｣とアドバイスされたことをきっかけに､あまり自分

を追い込まず､気楽に生きることもありかと思い､そう

してきたけれど､ここにきてやはり｢追い込まないとダ

メか｣とも思うようになったとのことだった｡

他方､仕事のあまりの多忙ゆえに､そこに一点集中

することをよしとするような自己アイデンティティし

か許容されないような状況に立たされ､そこから逃れ

たいと思っているケースもあった｡

Qさん (2α)3年10月インタビュー｡男性)がそのケ

ースである｡Qさんは､2002年3月に沖縄の大学卒業､

新卒の正規採用で沖縄にある会社に就職､仕事の中身は

Aさんと同様か､あるいは類似しているシステム･エン

ジニアである｡ただ､Aさんとは違って基本的に定時で

上がれるというようなことはなく､休日返上の長時間労

働を強いられている｡そのような状況におかれQさんは､

｢仕事におもしろさとかやりがいはあるけれど､僕の中

ではそれよりも疲れが大きく､どちらかというとやる気

が失せてきている｡長くは続けない｡他の道を考え始め

ている｡年齢的に公務員試験受験がまだ可能なのでそう

いう道を考えたり､今医療とか福祉とか言われているの

でその方面も考えている｣と言っていた｡ただ､現在の

部署にハローワーク関係の仕事もあるので多少時間が

ある時に就職情報をのぞいて見ているが､自分の思う条

件での再就職はなかなか厳しく､辞めたときに自分にい

い仕事があるかどうかは疑問だとも思っている｡

Qさんの父親は銀行員で､ずっと忙しく家にいないこ

とが多かった｡そういう父親の姿を見ていて､そうはし

たくない､できたら5時半ぐらいにパッと帰ってという

ふうにしたいと思っていた｡けれど､今の仕事をしてい

ると､父親とまったく同じである､ちょっとこれは違う

と思っている､とのことだった｡

そのように仕事へのまさしく一点集中を強いられた､

自分には受け入れがたい境遇におかれ､そこから抜け

出そうにも見通しがあるわけではない｡そんな中Qさ

んは､自己肯定感覚も揺らいでいた｡インタビュー時

点より1年半ほど前仕事を始めるか始めないかの頃回

答してもらった質問紙の､自己イメージに関わる回答

を眺めて､今はこんなには自分のことを肯定的に見る

ことができないと言っていた｡

とは言っても､インタビューの最終場面でQさんは､

｢(自分にはそうした長時間労働を強いられるのは向い

ていないことだと)仕事を経験してみてわかった｡これ

は間違いだったと確定できるだけでも選択肢が減る｡そ

っちにはいかないというのがわかった｣と､この1年半

ほどの経験が決して無意味ではなかったことを､自分自

身に確認するように述べていた｡

④自己の再帰的プロジェクトにおける真正性

②で見た0さんにとって､自己アイデンティティの

拠り所としていることがらは､レーサーという職業で

あるのだが､そのことに関して0さんは､｢自分が今-

番大事にしているのは､レースもそうなんだけど､生

き方を大事にしている｡自分がやりたいことをやって

生きていくということを貫きたい｡途中であきらめた

りするのはよくないというのを (いったん沖縄に戻っ

た時の体験から)わかっている｣と述べている｡つま

り彼にとってレーサーになることは､自らの生き方を

そこに投企できるものとして意味づけられている｡

Ⅱで見たように (3-6-3-3､3-6-5､3-6-7)ギデンズ

によれば､自己の再帰的プロジェクトとはとどのつま

り ｢真正性｣という自己準拠的な規準にもとづいて自

己アイデンティティの物語を再帰的に構築し構築し直

していくプロセスのことであった｡0さんの場合もレ

ーサーを目指すというその自己アイデンティティは､

｢自分がやりたいことをやって生きていく｣という真

正性を貫こうとするものだととらえることができる｡

このことは､0さんのみに当てはまることではない｡

自分にとって所与の役 割を自明のように選んでその自

己アイデンティティを構築しているという人は､今回

のインタビュー対象者たちの中には1人もいなかった｡

誰もがその人なりの真正性を貫こうとしており､その

意味で誰もがその人なりの自己の再帰的プロジェクト

に取り組んでいた｡

だが､自己の外部に確として存在しているものが自

分にとって意味あることがらとして取り込まれ､その

ことに投企することが自分にとっての真正性と位置づ

けられるならば､自己の再帰的プロジェクトのスムー

ズな展開になっていく場合が多いと言っていいだろう｡

例えば､②で触れたRさんに対しては､ある教派の信

仰にコミットして､安んじて自己アイデンティティの

物語を描き出すことができているという印象を受けた｡

逆に､自己の再帰的プロジェクトにおいて文字通り

自己に焦点化されることによって嫌みが生じそのプロ

ジェクトに自分を投じられなくなる場合がある｡

Sさん (2003年9月インタビュー時点｡その時点で

在沖｡女性)は､大学新卒で大規模小売業の会社に正

社員で就職､インタビュー時点で電器製品の売り場で

働いている｡Sさんは､｢このままでいいのだろうか｣

と ｢不安｣に思い､｢仕事に打ち込めていない｣ことを

苦にしている｡私から見れば､そう感じてしまうのは

就職前に思い描き期待していたような仕事ができるよ

うな部署では必ずしもなかったことが大きな理由だと

思うのだが､Sさん本人は､仕事に就く以前から気に

していた (ある親戚の人から小学生の頃に指摘された

ことが気にするようになったきっかけだという)､"さ

まざまなことが平均的にそつなくできるけど､何かこ

れだというものをもっていない"自分というものが､

仕事に称する今の関わり方にも表れていると､そして

これだというものを見つけて打ち込めるか否かという

真正性の問題だと､彼女は直面している事態を受けと

め行き詰まった状態に陥ってしまっているのである｡

繰り返すが､モダンの時代の自己の再帰的プロジェ

クトの規準は､結局のところ真正性というところに行

き着く｡そのことがSさんのように､そもそもそれが

32



成り立つ確たる根拠があるわけではない真正性の感覚

を抱けていないと思い不安になる､ということにつな

がる場合もある｡②で角軌 た0さんの再帰的プロジェ

クトに対して切羽詰まったものを私が感じるのも､そ

こでは ｢自分がやりたいことをやって生きていく｣と

いう彼にとっての真正性がかなりむき出しになってい

るように見えるからであると思う｡

しかしいずれにせよ､自己の再帰的プロジェクトは､

根本的に自己準拠的なものだ,ただ､自己準拠的に自

分自身の真正性を規準に生きていくその形式は､何ら

かの職業に従事することなどとして表れるのであるか

ら､自己というシステム内部のみに閉じられたもので

あるとは言えない｡そしてその形式としてどのような

ものを選択するかは､自分が過去 ･現在におかれてき

た環境によって､多かれ少なかれ方向づけられるもの

であろうO例えばEさん (2(氾2年9月インタビュー｡

その時点で大学院在学｡2001年3月の学部卒業時に教

員採用試験に合格していて､採用候補者としての資格

を保持したまま大学院に進学｡女性)は､その点が見

えやすい例である｡Eさんは､自分が教員を志望する

ようになったのには､両親がともに教員であり､Eさ

んが幼い頃から､両親が受けもっている生徒の話を聞

かされていて､自分も教員になりたいと思ったという

経緯があることを自覚している｡

⑤自己アイデンティティ･自己の再帰的プロジェクト

を支えるもの

i)自己の再帰的プロジェクトにおける親密性の位置

今回のインタビュー対象者は全般的に､家族や友人

など親密性において比較的良好な関係性を取り結び､

それに支えられながら自己の再帰的プロジェクトにお

ける試行錯誤を様々に展開できている- 1で述べた

ように､スムーズな直線ルー トを辿っている人は少な

く多様化 ･複雑化の様相を示すルー トを歩む人が多い

にせよ- という印象を受けた｡

インタビュー対象者の親密性の良好さは､表1に示

されている､質問紙調査の親密性に関わる質問-の回

答傾向からもうかがえる｡回答者全体についてもかな

り良好な親密な関係性を取り結んでいると思われるが､

インタビュー対象者の場合いっそうその傾向が強い｡

｢家族関係に満足している｣という質問に唯一Lさん

(2(氾2年 10月インタビュー｡その時点で在沖｡女性)

のみが ｢あまりあてはまらない｣と回答しているが､

それはii)で角如′しるような経緯があって両親と離れば

なれに暮らしていることが理由ではないかと思われる｡

また､唯一Jさん (2003年 10月インタビュー｡男性)

のみが､｢悩みを相談できる人がいる｣｢自分のことを

わかってくれる人がいる｣ともに ｢あまりあてはまら

ない｣にマークしているが､インタビューでの話を聞

く限りでは､進路について相談ができ尊敬もしている

教員や､いっしょに勉強している院生や司法浪人の知

人などが彼の周囲にはいて､そのことが彼の再帰的プ
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表1 r親密性｣関連の質問への回答

い悩るみを相班できる人那 く自九分るの人 こが といをるわかって る菜族関係に演足してい
A 3 4 3

B 4 4 4
C 4 4 4
D 4 4 4
E 4 4 3

F 4 4 4
G 4 4 3

H 3 4 3

I 4 4 3

J 2 2 4
K 4 4 3

L 4 4 2

M 3 3 3

N 4 4 4
0 3 2 4
P 4 4 4

Q 3 3 3

R 3 3 4
S 4 3 3

T 2 3 3

∪ 4 4 4
∨ 4 4 4

まったくあてはまらない 2.9 1.7 4_2

あまりあてはまらない ll_3 10.6 12.8

ある程度あてはまる 43.5 41_5 44_1

れぞ九､｢まったくあてはまらないJrあまりあてはまら
ない｣rある程度あてはまる｣rかなりあてはまる｣を示
す｡二重線以下は回答者全休(416名)の向答傾向
で.敷値は割合を示す｡

ロジェクトの支えとなっているように思えた (Jさん

については⑦で詳述)｡

インタビューで聞いた話の中で､親密性領域の関係

性についての現在にまで尾を引く激しい葛藤が話題に

なったのは､唯-Gさん(2002年 11月インタビュー｡

女性)だけだった｡Gさんは､大学在学中に教員採用

試験に合格､インタビュー時点では沖縄で臨時教員と

して勤めて2年目だった｡ 1年目は子どもたちを落ち

着かせることがむずかしく､教師を辞めたいと何度も

思ったが､2年目はその点はずいぶん改善された｡た

だ2年目には､両親がそろっていて愛されている子ど

ももいればそうでない子どももいる､そうした子ども

の背景の違いの大きさに気づき､それを見るのがつら

いと言っていた｡｢これまでに "挫折"と言えるような

体験をしたことがあるか?｣というこちらからの質問

に対してGさんは､こうした教職に関わる経験に角軌

るのではなく､大学に入った頃から始まりインタビュ

ー時点より1･2ケ月前まで続いていた父親との対立

を挙げていた｡Gさんによれば､それ以前は自分の手

中に収まっていたGさんが､大学に入った以降おさま

らなくなってきたことに対して､父親ががまんならな

くなったのだろうとのことだった｡高校生の頃までは

大好きだった父親のことをそうは思えなくなる｡その

ような親に対する見方の変化は､Gさんにとっての｢転

機｣だったという｡なお､そうした対立は1･2ケ月



前に収束したというわけではなく､Gさんがあきらめ

衝突の表面化を回避するようにふるまうことに決めた

ことによるとのことだった｡なお､このようなGさん

ではあるが､質問紙-の回答では､｢家族関係に満足し

ている｣に対して ｢ある程度あてはまるJと回答して

いる｡

②の後半の箇所でのFさん ･Uさんについての叙述

にも示されているように､親密性そのものが自己の再

帰的プロジェクトのテーマのひとつに当たる (-自己

アイデンティティの物語の重要な素材のひとつであ

る)とでも言っていいような形で､その人が取り結ん

でいる関係性が当人に意識されて場合もある｡ Ⅰさん

(2002年12月インタビュー｡その時点で東京都に在

住｡男性)のケースは､その典型である｡

1さんは､2002年4月､遊び ･劇 ･表現活動のプロ

グラムを創作し児童館等々でそれらを上演したり指導

したりする活動を行っているある団体に参加するため

に､その団体の事務所がある東京にやって来た｡イン

タビュー時点でⅠさんは､その団体の ｢サポー ト･ス

タッフ｣としてその活動を学びながら､そこで学んだ

ことを活かしつつ児童館で子どもと遊ぶアルバイ トを

し､また生活費稼ぎのために精密機械の大規模小売店

でもアルバイトをしている｡ Ⅰさんは､高校卒業後東

京に出て新聞奨学生をやりながら予備校に通学､一浪

の後大阪の外国語系の私立大学に入学した｡2年次の

時､父母がリストラにあい (2人とも沖縄にある同じ

会社に勤めていた)､また祖母が自殺未遂をするという

できごとがあった｡祖母を見舞うべく沖縄に帰省した

時､祖母の口から ｢おまえの父親が憎い｣という言葉

を聞き衝撃を受け､｢幸せって何だろう｣と考えるよう

になったという｡そのことがきっかけで､以後 Ⅰさん

は様々な ｢ワークショップ｣に通うようになる｡｢ワー

クショップと名の付くものであれば､都合がつけば行

く｣というような状態だったという｡そのように様々

なワークショップに参加する中で大学での勉強が高額

の学費に見合わないと感じるようになり､3年次いっ

ぱいで中退､翌4月からはほとんどワークショップ形

式で授業が進められるある専門学校の少人数の学科に

入学した｡ Ⅰさんはその専門学校に在学中の夏休み､

子どもたちを集めてキャンプをするプログラムに参加

し､そのことをきっかけに子どもと関わる仕事をしよ

うと思うようになる｡そう思うようになった後のある

日､その専門学校での知り合いのってで前述の団体の

ワークショップに参加し､働カせ てほしいと頼み､本

気だったら東京に来てみなさいと言われ､1年間の専

門学校の課程を終えて東京に出てきた (2002年3月)

とのこと島

こうしたⅠさんの話を聞き私は､かけもちのアルバ

イトで忙しく､経済的にも楽ではないし､先行き不透

明ではあるが､ lさんにとって自分が希望しやりがい

があると感じられるものに出会えたのであるから､少

なくともしばらくは今のような生活を続けるつもりな

のだろうと想像した｡ところが､インタビュー終盤近

くになってその点を確認すべく ｢今後はどうするつも

り?｣という質問を差し向けたところⅠさんは､前述

の団体との関わり (そこで表現活動などを学び児童館

でそれを実践できること)をおもしろいと思う反面､

東京に出てきて以降早く沖縄に戻りたいという気持ち

も強くなってきたと答えていた｡その理由を問うと､

父親が自営の仕事を始め人手が足りなく､祖母のめん

どうを自分が見たい､また弟が一口朝子方不明になるな

ど家族の中でのトラブルがあったので､自分が家にい

たら家族の支えになれるかもしれない､とのことだっ

た｡沖縄で何か子どもと関わることができる仕事を見

つけ､その仕事をやりつつ家に住み家族の支えになり

たいたいという気持ちだそうだ｡この話の最中に【さ

んは､｢死ぬ時に誰かを憎まず､人生が楽しかったと思

えるような生き方を (何よりもまず家族の人たちに)

してもらいたいし自分もしたい｡そのために僕ができ

ることをしていきたい｣と述べていたが､おそらく､

そういうことのために今自分が沖縄の家に戻ることが

必要なのだと､自分で納得したいということなのだろ

うと推測した｡

このようにⅠさんは､家族を支える必要性を顧慮し

再帰的プロジェクトをかなり大幅に転換することをも

くろんでいたのだが､そうした転換は､ 【さんほどに

はドラスティックではないけれど､他の何人かの人た

ちにも見られたことだった｡例えば､Nさん (2003年

11月インタビュー｡女性)は､大学卒業後司法試験合

格の目指し､そのための専門学校に通うべく埼玉県の

叔父の家に住むようになった｡しかし親が病気にかか

って介護が必要になり､5人姉妹の中で一番動きやす

いのは自分だと判断し､専門学校を通信制に切り替え

る手続きをして 2002年6月に沖縄に戻り､インタビ

ュー時点では沖縄に在住しながら司法試験の受験勉強

を続けている｡Nさんは､｢まず人間を大切にして､そ

の次に法律が好きでその関係の仕事をやってみたいと

いう自分の気持ちを大切にして｣というふうに､また

｢まわりの人たち､家族とか大切に思っている人たち

のことが大前提､仕事 (の自分の人生にとっての重要

磨)はそれよりもちょっと下ぐらい｣というふうに述

べていた｡

ii)自己の再帰的プロジェクト遂行の条件の公的保障

Ⅱの3-6-2､5(8)で見たように､ギデンズによれば､

搾取 ･不平等 ･抑圧等､人と人との間の支配一被支配

の問題は､モダンの時代においては何よりも､自己の

再帰的プロジェクトを遂行する上での諸資源の分布 ･

配分をめぐって顕在化する｡だとすれば､誰もがその

人なりの自己の再帰的プロジェクトに取り組みつつ生

きていると言っていい後期モダンの今日､そのための

諸資源に不足がある人たちには､何らかの公的な補償

がなされる必要があるだろう｡

今回のインタビュー対象者の中ではLさんが､そう

した公的な補償を得られたことで､山風乱満帆とは言え

ないまでも少なくとも過酷ではない形で自己の再帰的
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プロジェクトを展開することができている典型例と言

っていいだろう｡

Lさんは高校卒業後奈良県に出て､准看護師資格を

取れる学校に通いつつ介護士として病院に勤務､その

後沖縄に戻り､現在は正看護師の免許を取るための学

校に通いながらある病院のエステ部門で勤務している｡

Lさんの両親は､彼女が5歳の頃離婚､Lさんと弟

は母親が引き取ることになった｡その後一時期新たに

母親の配偶者となった男性のDVが酷く､その男性と

の間に生まれた下ふたりのきょうだいを含め､母親と

子ども4人でその男性の暴力から逃れるように転居を

繰り返す時期があった｡母親からもネグレクトのよう

な扱いをされ､Lさんは小4･5の時期に児童養護施

設に入所することになった｡その後､母親は下の3人

の子どもとともに京都に移り住むことになるが､Lさ

んは沖縄に残ることを決め､再び養護施設に入ってそ

こから中学に通い､高校にも入学､卒業した｡

Lさんは､中学8割七バレー部に所属し ｢すごく楽し

い｣生活を送り､高校ではバレー部マネージャーとし

て部活動に明け暮れた｡高卒後の進路を決めるプロセ

スについて尋ねた時､彼女は次のように話していた｡

いろんなものになりたかった｡高校の頃､何でも

なれそうな気がしていた｡学校の先生にもなりたか

ったし､保母さんにもなりたいし｡多汗症になって

ある病院で手術をし､そのときに看護婦さんから､

あなたは看護婦に向いているからなったらと言われ

た｡言われるとその気になってしまうので､看護婦

もやってみたいなと思うようになった｡ (高校卒業

後ことで)一番先に来るのは､経済的な問題｡全国

の施設に入っている人たちの中から5人､自分の将

来の夢みたいな作文を書いて選ばれると､大学に行

くお金を出してくれるというのがあったけれど､そ

れはムリだなと思った｡同級生のお姉さんに看護婦

だったら月に20何万稼げると聞いて､まずは看護婦

になってお金を貯めれば､他の仕事に就くための学

校にも行けるかなと考えていた｡自分にはひとつだ

けの夢､これになりたいという夢はなかった｡友だ

ちは大学に行きたいと塾に通い一生懸命勉強してい

て､自分にはそういうのはないなと悩んだ時期があ

った｡その時に､担任の先生や顧問の先生に､お前

は看護婦に向いているんじゃないか､経済的にもそ

のほうがいいんじゃないかと言われて､それにしよ

うと決めたのが高3の11･12月ぐらいだった｡

進路を決めるのに時間がかかりはしたが､ ｢何でもな

れそうな気がしていた｣という言葉によく表れている

ように､Lさんは養護施設の環境によって､自己の再

帰的プロジェクトをどの方向に歩み出そうか､あれこ

れと考え迷う機会を保障されたといっていいだろう｡

Lさんはその後､上記のように進路を決めるのにや

や出遅れたということもあってあまり選択肢が残って

いなくて､前述のように奈良の看護学校に入学するこ

とになる｡その時並行して勤務した病院は､働く人同

士の人間関係がとても悪く被差別部落出身者-の差別

などもあった｡その時の体験によって､これまでは人

見知りすることのなかったしさんなのに､人に対して

臆病になり人間関係をつくるのがむずかしくなってし

まったという｡

そういうことがありながらもLさんは､正看護師の

資格を取り､それを元手にしながら､様々な職業に就

くことを思い描いている｡上にもあったように､看護

師の仕事をやり続けることにこだわってはおらず､

｢自分が今まで行政などいろんな人に助けられて生き

てきたから､困っている人がいれば相談し助ける仕事

に就きたいと思っている｣とも言い､また ｢子どもが

好きというのがあるので､今の学校を卒業したら保育

士免許を取りたいとも思う｡子どもに関係する仕事に

就きたいなと思うのもあるし､たまたま看護学校の講

師に来た先生に女性相談所の職員をしていた人がいて､

その人の話の中に､自分と近い境遇で生きてきた子ど

もの事例があり､親に知識がないから苦労しているん

だろうと思うので､そういう親の相談にのれる仕事も

してみたい｣とも言っていた｡

iii)セラピーによる自己の再帰的プロジェクトの支え

ギデンズは､｢セラピーは自己の再帰的プロジェクト

に深く組み込まれた専門家システムであり､モダニテ

ィの再･J新生の現象なのである｡---セラピーは本質的

に､ライフ･プランニングの方法論として理解され評

価されるべきなのである｡---セラピーは､依存と受

動性を促進することもありうるが､しかし投企と再領

有を可能にすることもありうる｣と述べている

(1991:180)0

Hさん (2002年 10月インタビュー｡女性)が初職

を辞めた際に体験した挫折感から抜け出す1祭に活用し

た以下のような方法も､セラピーの技法のひとつと考

えていいだろう｡

Hさんは､インタビュー時点で沖縄在住､インタビ

ューの2ケ月前に､全国展開しているある宅急便のグ

ノレープ会社のコンタクトセンターに契約社員として就

職している｡この仕事に就く前Hさんは､東京にある

大学卒業 (2001年 3月)後すぐに､東京のアロマテラ

ピーの会社に正社員として就職､接客 ･販売の仕事に

携わっていた｡しかし､あまりにハー ドでからだの具

合が悪くなり､それがきっかけでその仕事を辞めるこ

とになった (2002年1月)0

Hさんにとって､最初の仕事を辞めたことはこれま

でで ｢一番落ち込んだ｣体験だった｡辞めたこと自体

というよりも､これまでやってきたことは何だったん

だろう (どんな意味づけをすればいいのだろう)と思

い､なぜ辞めるようなことになってしまったのかが､

またそれをふまえて今後どうすればいいのかがわから

ず､そのことが苦痛だったという｡｢それをどう乗り越

えたのか?｣というこちらからの質問に対して､Hさ

んは次のように答えていた｡
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いろいろ本を読んだこそれで､ずっと以前からの知り

合いで久しぶりにあった人が ｢変わったね｣という言葉

を頼りに､昔の自分はどうだったんだろうと考えてみた

り｡コーチングで､10歳の頃の夢をそのまま延ばしてい

くと成功する確率が高いと言われているので､昔の自分

の夢を思い出したり｡そうする中で､これがダメだった､

これはよかったというのがひとつずつ整理されて､すっ

きりしてくる｡自分に関わることを､自分が生まれる前

にまで遡ってずっと書き出すということもやってみた｡

仕事の時のことで､これはよかった､これは悪かったと

いうのを分けていくと､次の職場を選ぶ際によかった点

を当てはめてよかったならそこに行くというふうに決

められるんじゃないか｡仕事を辞めたあとで時間があっ

たので､何日間もそれに費やすことができた｡

どうしたらどうなるという結論は出なかったんだけ

ど､そんなことはどうでもいいような状況になって､新

しい目標が見つかると､痛みはふっと消えていった｡

Hさんが採ったこうした一連の方法は､ある種の専門

知識にもとづいた､自己を再帰的に振り返る方法であ

り､ギデンズが ｢セラピー｣と呼んでいるものに相当

すると考えてよかろう｡彼女にとってそれらは､彼女

の自己の再帰的プロジェクトにおける ｢投企と再領有

を可能にする｣役割を果たすものであったと言ってい

いだろう｡

i)で言及した lさんが参加した多くの ｢ワークシ

ョップ｣も､彼にとってのセラピーであったと見るこ

とができる｡ ⅠさんはHさんと比べてもいっそう長い

期間セラピーを活用しつつ､自己の再帰的プロジェク

トを構築していた､ということになるだろう｡

⑥自己の再帰的プロジェクトにおける ｢個人化｣

前に見たように､ペックは､人々が､旧来の階級関

係や家族関係や近隣関係などから切断され､自分の｢人

生設計と生き方｣を自分自身で背負うことを迫られる

ようになり､人生の行程の中で突き当たる諸々の困難

を､個人が自ら決定した結果として生じた ｢個人的な

失敗｣として引き受けることを余儀なくされるように

なる事態のことを ｢個人化 ｣と名づけている (Ⅰの2

およびⅡの5の(9)､参照)｡それは､逃れがたい必然

だと見なすべきものではないだろうが､少なくともこ

れまでのモダンの社会においては､自己の再帰的プロ

ジェクトを行う諸個人が､否が応でも直面させられて

いる事態であると言ってよかろう｡

そうした事態は､今回のインタビュー対象者の主観

的世界にも様々な形で影を落としていた｡例えば､㊨

で見たSさんのように､仕事に打ち込めていないこと

を自分のパーソナリティの問題として受けとめること

も､③で角蜘 ノたAさんのがむしゃらながんばりを是と

する規準も､｢個人化｣状況の主観的レベルでの反映の

事例であると見てよいだろう｡

Sさんに類似して職業に就くことを決める上で自分

の能力やパーソナリティに目がいき決心していいもの

かどうか立ち疎んでしまっている例は､他の何人かに

も見られた点であった｡例えば､インタビュー時点で

教員になろうかどうか迷いつつ ｢教育相談支援委員｣

の臨時の仕事をしているCさん (2002年12月インタ

ビュー｡その時点で在沖｡女性)は､大学時代の卒論

執筆が思うようにできず､そのことをきっかけにして､

たったひとつのことにあっぷあっぷしてしまう今の自

分では､様々なことを並行してこなさなければいけな

い教員の仕事に就くには ｢何かが足りないんじゃない

か｣と思っている｡また､これから1年間カナダに語

学留学に出かけようという直前にインタビューを受け

てくれたVさん (2003年 11月インタビュー｡その時

点で在沖｡女性)は､そうした留学の機会を通じて語

学の ｢スキルアップ｣を試みようという積極的な人で

ある｡この留学は大学卒業時に決めていて､そのため

のお金を貯める目的もあって2001･2年度の2年間は

沖縄で臨時教員をしていた｡そしていずれは正規の教

員になりたいという希望をもちながらも､Vさんは､

自分は人格的にも､英語力や教育力の点でもまだまだ

なので､留学から戻ってすぐに教員になるのではなく

他の仕事をやってみるつもりだと言っていた｡

Cさん ･Vさんいずれの場合も､かりに失敗すれば

その責任を負わなければならないのはもっぱら自分だ

という不安に苛まれての立ち疎みであると､私には思

えた｡

こうした立ち嫌みは､状況を個人化されたものと受

けとめ､緊張し､そこに身を投じることができないと

いう性格のものであるが､その状況に既に身を投じそ

こに埋め込まれた個人化原理にしたがって自分もやっ

ていこうと覚悟している例も見られた｡①でも紹介し

たUさんがその典型例で､彼女は次のように言ってい

た｡

(｢仕事は自分の人生にとってかなり大事なこと

か?｣というこちらからの問いに対して)｢1人で住

んでいるので (そのために必要なお金を稼ぐという

意味でも大事)｡もともと昔から自立ずっとしていた

ほうなので｡打ち込んで仕事をしないと結果が出な

い｡結果が出ないと給料をもらえない｡もらってい

る価値分結果を出していないと嫌｡がんばったなと

思うときは 『いただきます』ともらえるけど､気抜

いたかなと思うときは返そうかなと思うぐらいのと

きもある｣

ここには､｢結果｣を出すことについての自己責任とい

う論理が前提されているように思われる｡Uさんの職

場では上司･部下関係なく互いに忌性のない意見を言

い合って仕事を進めていく雰囲気があるという｡そう

いう中､仕事のプロセスで相当に批判をされて ｢-こ

む｣こともあるが､そうやって緊張感をもって仕事を

していくことがおもしろいと､Uさんは言っていた｡

いわば ｢結果｣を出すことに自己責任を負って仕事を
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進めるプロフェッショナル同士が協働するというよう

な職場環境を､Uさんは生きているのだが､彼女はそ

こに埋め込まれた個人化原理を当然とも､またよいも

のとも受けとめながら仕事をしているという印象を､

私は受けた｡

⑦上昇志向型の自己アイデンティティ･自己の再帰的

プロジェクト

一般的に上昇志向的な生き方は､自分がどのような

社会的地位につくかはその個人の能力や努力によると

ころがあるという認識が前提にあってはじめて採用で

きる生き方であろう｡したがってその生き方を採る人

は､自分が生きている社会に少なくとも個人化された

側面があると認識し､またその生き方そのものによっ

て､社会のその側面を少なくとも追認していることを

表明していることになる｡だが､今回のインタビュー

対象者の口からは､自分に上昇志向があるという趣旨

の言葉は､少なくとも表だった形ではあまり聞かれな

かった｡

例外の1人は､既に何度か登場している0さんであ

る｡0さんによれば､②でも多少角如′したようにレーサ

ーになるまでの道のりは多くのお金がかかり､そのた

めレーサーになるにはやはり家が金持ちであることが

有利だし､実際現在のプロのレーサーは金持ちの家の

出身者が多いのだという｡そういう中で0さんは､｢今

現在は金持ちが有利であっても､環境的にモータース

ポーツに無縁のところで育った者でも､気持ちさえあ

ればこういうふうになれるという実例になりたい､社

会にもっと可能性があることを示したい｣と言ってい

た一

〇さんの象含このように､レーサーというある特定

の夢を目指しているという前提があり､金持ち出身者

が多いその世界では例外的な境遇で育った自分がのし

上がりたいという意味での上昇志向であった｡上の前

提がなければ､0さんが上昇志向的な生き方を採った

かどうかはわからない｡

そういう点はもう1人の例外Jさんの上昇志向とは､

やや性格を異にしている｡Jさんは､インタビュー時

点で学部の時と同じ大学の大学院で憲法学を専攻しつ

つ､司法試験の合格を (インタビュー時点の半年後に

予定されている法科大学院に移ることなく従来方式で

の受験 ･合格を)目指している｡Jさんは両親の学歴

が中卒であり､その両親に幼い頃から ｢自分は中卒だ

けど､おまえは勉強でがんばれ｣と言われてきたこと

もあって､小学生の頃から ｢はい上がりたい｣という

感覚 (文字通りの上昇志向)があったという｡彼の場

合､その上昇志向は､大学に入る頃には ｢自分の思う

正義を貫き通したい｣という思いも重なって､司法試

験に合格し法曹界に進むという目標となって表われる

ようになった｡

上の ｢自分の思う正義を貫き通したい｣という言葉

にも表れているように､Jさんの上昇志向は､地位上

昇しそこから取得した報酬を自分や自分の周囲にのみ

もたらしたいというようなものとは違っている｡彼が

大学生の時､大工であった父親が体をこわして仕事が

できなくなり､代わって母親が生計を立てるために飲

食業を開業するということがあった｡経済的に特に苦

しかったその時期に授業料免除の制度があって助かっ

たという思いが彼にはあり､いずれ弁護士になったら

国選弁護を積極的に引き受けるなどしてお金のない人

を助けたいという趣旨のことも述べていた｡

その一方で､次のやりとりに表れているように､∫
さんの意識の中に､彼自身は意識していないかもしれ

ないが､個人イ出家理が入り込んでいるように､私には

思える｡

Jさん:中学の頃､自殺する人､ホームレス､発展途上

国-の寄付とか､大嫌いだった｡がんばらないか

らダメだと思っていた｡今はちょっと違うけれど

も｡俺はがんばるんだと｡親が中卒というのも､

俺がひっくり返してやると｡そういうところから

攻撃的な性格になったのだと思う｡

長谷川 :攻撃的な性格だと思う?

Jさん:はい｡今でも､怠けている職員が許せないとい

うような思いがある｡

長谷川:努力していないのはダメというのが今もあると

いうこと?

Jさん:今は考え方が変わって､人間にはできること･

できないこと､あうこと･あわないことがある､

と思うようになった｡勉強ができない人はかわい

そうだと思うようになった｡ホームレスの人とか､

現代の早い時間の流れに乗り切れないんじゃない

かと思う｡戦前の時代だったらもっとうまくやっ

ていけたかもしれない｡努力しようと思ってもで

きないこともある､別のことならできるかもしれ

ないけど｡

ここに見られるように､彼にとって､努力すること･

がんばることは､様々な事情によってそうすることが

できない人には配慮が必要であるにせよ､それ自体は

是であり､個々人がなすべきことだと考えられている｡

上昇志向をもつJさんにとって､その再帰的プロジェ

クトにおいて､個々人が努力し､その結果がその個人

の処遇のされ方となって表れてしかるべきという個人

化原理が､やはり前提におかれているのである｡

(2)｢沖縄｣のイメージ･意味

Ⅰの1でも述べたことだが､ギデンズがいうモダニ

チイの特徴である脱埋め込みのプロセスが､それのみ

単線的に徹底するならば､人々の社会生活にとっての

ローカルなものの意味は減少していくばかりになるだ

ろう｡実際ギデンズも､例えば次のように､そのよう

に主張しているとも読めるようなことを述べている｡

｢比較的よくあった住民の移住や､少数の者が時折

していた長距離の旅にもかかわらず､ほとんどの伝
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統文化において､社会生活はたいていローカルなも

のであった｡こうした状況を変えた主な要因は､モ

ビリティの増大ではない｡そうではなく､場所は､

拡大しつづける時空間の諸関係の中にローカルな活

動を結合し直す脱詰め込みのメカニズムによって徹

底して侵食されたのである｡こうして場所は幻灯的

なものphantasmagoriCになる.人々が生活する環

境は､非常にしばしばローカルな愛着の拠り所であ

り続けはするが､しかし場所は経験の枠組みを設定

しなくなる｡また場所は､伝統的な現場に特徴的だ

った､いつも見慣れたものの安心感を与えてくれな

くなる｣(1991:146-147)｡

この件を引きながら､Ⅰの2で角蜘.たファーロングは､

ギデンズは ｢地域areaの重要性の衰退｣を過剰に強調

していると解釈し､そうした点にギデンズの ｢後期モ

ダニティの認識論的誤謬-の感染しやすさ｣が見てと

れるとしている(Flulongatal.1997:113)0
しかし､他方でギデンズが次のようにも

述べていることにも､留意が必要である｡

｢グローバル化の影響作用は､行為のロ

ーカルなコンテクス トを破壊 してしま

う傾向があるが､次にはそのコンテクス

トがその影響作用を受けた者たちによ

って再帰的に再秩序化されなければな

らなくなる｡そして､その再秩序化はグ

ローバル化に対して逆に影響を及ぼし

もするのである｣(1994C=2002:81=109)0

つまり､脱埋め込み過程の地球規模での展

開であるグローバル化は､一方で既存のロ

ーカルなものを破壊しつつ､他方でローカ

ルなものの再帰的な両脚 ヒも促す､とい

うのである｡ Ⅰの1でギデンズはグローバ

ル化の中でのローカルなものの活性化とで

もいうべき趨勢を指摘している旨を述べた

が､そうした指摘は､例えばこのような件

の中に示されている｡同趣旨の指摘は､次

のような箇所にも示されている｡

｢〔- .･-〕グローバル化とは､地味社会の破壊という

作用と､地域社会の再建という反作用とを同時に含

んだ過程である｡別の言い方をすれば､広い意味で

のグローバル化とは､経済的､文化的な世界統合と

いう狭い意味でのグローバル化と､統合-の反作用

としての反グローバル化の､両方を含んだ過程であ

る｣(ibid.:41)

それでは､グローバル化の時代状況下でのローカル

なものをめぐるこうした一般的な趨勢は､今回の対象

者たちにとっての ｢沖縄｣というローカリティの意味

づけという特殊ケースの場合にはどのような様相で表

れているだろうかもその点について､以下で見ていき

たい｡なお参考までに､質問紙調査の ｢沖縄｣関係の

質問への回答を表2にて示しておく｡

表2 ｢沖縄｣関連の質問への回答
き沖 うチ 自 が人え沖 好沖 ケ ｢ き ｢ 恥地 fJ地 きば青いこ つ書

だ蝿 気ナ分 あぴ方蝿 き蝿 チ沖 た沖 す方 招 元 てが｣ .の なの

とい 持 lは るとにの だの 一端 い特 かな 的の い .とい土 が祖ちン ｢ と仕人 人 がは ほ しま に行 る沖いわ地 リ先

つと をチ沖 は 一々 ぴ 好一 い り ●■ 8tうゆの をに
もユ持つ 違ほのつ ヽ と き〈fこ 杏秩 〟也 加 や でよる人は ー 車はじ強

ち )人てだー 力 もたのの の人 _r)チ し る LRた り つ-でまなよは るい
( い の て の いに -=~ f-

好 るいウ 母の考 〟 l ゆ は は _一_ J.生 と の

A 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3

B 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2

C 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4

D 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1

E 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3

F 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3

G 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3

H 3 2 4 3 3 4 2 3 4 2

I 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4
J 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1

ド 4 2 3 4 4 4 1 3 1 1

L 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2

M 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3

N 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3

0 4 4 3 3 3 4 1 3 3

P 4 3 4 3 3 4 ー 4 2 4

0 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1

R 3 3 4 3 4 4 I 4 4 2

S 4 3 4 3 4 4 ー ー 1 3

丁 4 4 3 3 3 3 2 2

∪ 4 4 4 4 3 4 ー 3 4 4

∨ 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

全くそう思わない 0_5 3.7 0,5 0_5 4.2 ー_7 39.2 7.1 12.4 10_7

あまりそう思わなし 2_0 ー0_5 5_6 5_1 14.0 9_8 32.3 24_0 29.9 32.6

まあそう思う 23.5 31,9 40.7 41.4 41.2 36.3 23.9 43.6 34.2 32.6

もそう思う｣を示す｡空欄はその半間へ■回答｡二王繰以下は回答者全体(416名)の回答頼向で､数値は割合を示す.

｢グローバル化は､単一のプロセスではなく､諸プ

ロセスの複合的な混合である｡それらのプロセスは､

しばしば矛盾したかたちで作動し､コンフリクト､

分裂､新たなかたちの階層化を生み出している｡例

えば､ローカルなナショナリズム､ローカルなアイ

デンティティの強調が､それらと相反するグローバ

ル化の諸影響と直接に結びついて生 じている｣

(1994C=2002:5=16)0

宮永 (2000)は､前者の件を引用しつつ､そこから

グローバル化についてのギデンズの次のような見方を

読みとっている｡
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① ｢媒介された経軌 としての沖縄経験

今回インタビューの対象になったのは､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

若者たちである｡しかしそのことを通じて経験したこ

とそのものによってよりも､むしろ沖縄を ｢媒介され

た経験｣(Ⅱの3-6-7参照)という形で経験したことに

よって､あるいは ｢媒介された経験｣として沖縄を体

験した他者との接触がきっかけになって､沖縄を意識

するようになる､というケースもあった｡例えば､

(｢沖縄というところが好きだ｣と思うようになった



のは)｢最近のことで､それ以前は意識していなかっ

た｡沖縄が (メディアなどで)ピックアップされて

いるのを見聞きして､ああそうなんだ､と｣(Gさん)

ウチナ- /チ:I
(｢自分は沖縄人だという気持ちをもっている｣と

感じるのは)｢こちらに出てきてからのこと｡それま

ではそういう気持ちはなかったけれど､沖縄の特集

とか沖縄展が開催されているのをみると､俺も沖縄

なんだよねと感じる｣(0さん)

(｢沖縄というところが好きだ｣｢自分は沖絶入だと

いう気持ちをもっている｣と思うようになったのは)

｢沖縄を離れてから｡こちらにいると､沖縄という

だけで､いい意味で特別視される｡興味をもって接

してくれる｡沖縄っていいよね､つて｡『ちゅらさん､

観た?』とか､『安室奈美恵と友だち?』とか｡それ

だけなんだけど､僕に対して興味をもってくれるこ

とはうれしい｣(Ⅰさん)

これらのケースに限らず､インタビュー対象者が語

る沖縄イメージは､

(沖縄に帰省したときに沖縄人でよかったと思うの

は)｢やっぱりのんびりしている｡雰開気が｡どうい

うところが聞かれると答えられないけれど｡帰った

ときとたんに肩の力が抜ける｣(Aさん)

(自分の沖縄イメージは)｢ゆったり｡あたたかい｡

ほっとできる｣(Cさん)

(｢自分は沖縄人｣ということが実際の生活に反映し

ていると思う点は)｢時間に関してですかね｡こちら

では､時間どおり来なくて当たり前というのがあっ

て､友だちに対してもお客さんに対しても遅れても

いいやと思うけれど､向こうにいるときはそういう

のはなかった｣(Lさん)

と､近年しばしばメディアを通じて流布している沖縄

イメージ- ｢癒し｣であったり ｢時間がゆったり流

れる｣(宮里 2003)であったりというイメージ- と

ほぼ符合する場合がとても多かった｡これはどういう

ことなのだろうか? そのように語られているイメー

ジは､メディアの流布するイメージに多分に影響され

それをなぞるように構築されたものなのだろうか?

あるいは､メディアによるイメージ構築の介入以前に､

沖縄は文字通り対象者が上のように語っている場所で

あり､メディア表象はそれを反映して構築されている

と考えるべきなのか? あるいは､沖縄での生活経験

を通じて実践的意識レベルではその人なりの沖縄イメ

ージを作り上げてはいるが､インタビューというやり

方でそれを言説レベルに上らせることを要求されると､

ついメディア･イメージに似せるように実践的意識レ

ベルのイメージに再編成を施した上で語ってしまうも

のなのか? それ以外なのか?

②軽蒙のコンテクストの拡大を介した沖縄イメ-ジの形成

インタビュー対象者たちはインタビューでの語りの

中でしばしば､沖縄に対して次のようなコンテクスト

で次のような言葉に示されるような感覚を抱くことを

表明している｡

(｢自分は沖縄人｣等の気持ちは)｢県外に出てから

思うようになったこと｡奈良と沖縄とは全然違って

いた｡沖縄にも冷たい人はいると思うけれど､自分

の中では柔らかいイメージ｡むこうはとがった感じ

があった｡｣(Lさん)

そこに示されていると私が解釈する感覚とは､ローカ

ルなものについてのギデンズの次のような指摘と符合

する性質のものである｡

｢ローカルなコンテクストにおける生活の多くの側

面は､諸個人がしたがう日々 のルーティンに基盤を

置きながら､ローカルな場に引き続き親しみや心や

すさをもたらしている｡しかし､こうした親しみ感

は､多くの場合､時空間の拡大化が媒介して生まれ

た感覚なのである｡親しみ感は､ローカルな場の有

す 独 自性 に 由 来 す る も の で は な い ｡｣

(1990=1993:140=175)｡

つまり､Lさんは､一時期沖縄を離れ奈良で暮らすこ

とになる (-彼女の ｢時空間の拡大｣が生じる)が､

奈良で他の人との間に何らかのあつれきが生じ ((1)

OXS)ii)参照)､その際抱いた感情を反転させる形で沖

縄に ｢柔らかい｣というイメージを付与する (そのイ

メージの源泉は必ずしも ｢ローカルな場の有す独自性

に由来するもの｣ではない)､ということをやっている

のではないカ㌔それと似たように､Lさんに限らず､

馴染みの土地から離れて暮らすことによって必然的と

言っていいように生ずる何らかの不安感 ･不安定感を

｢媒介｣にして､沖縄というローカルな場についての

｢親しみ｣イメージを作り上げているのではないカ㌔

③親密性の場としての沖縄

インタビュー対象者は､沖縄という場所を､その人

がコミットする様々な活動や関係が展開する空間的な

コンテクストとして一般的に意識して､その良いある

いは良くない特徴を見出したり見出さなかったりして

いるばかりではない｡インタビューの中で何人かの人

が示唆していたのは､沖縄はその人にとっての様々な

親密性が息づいてきた場として意識されているという

点である｡例えば次のように｡

｢沖縄が好きだというのと､家族や友人がいるから

好きというのとがつながっている｡あの人たちがいる

から好き｡僕が仮に宮崎出身だったとしたら､宮崎が

好きだと言うと思う｣(Ⅰさん)

(｢沖縄が好き｣｢自分は沖縄人｣と思うようになっ

たのは)｢大学に入ってから｡いろんな地方の人たちと
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ごちや混ぜになり､沖縄出身だというとモンパチ､ち

ゆらさん､アクターズといったイメージをぶつけられ

るんだけど､そういうのではないもうちょっと下のレ

ベルで沖縄が好きだし､沖縄人だと感じる｡けれど､

いずれ沖縄に帰りたいと思っているのはそれとは別の

理由｡沖縄には､自分が感じてきたこと､やりたいこ

とをやらせてくれた家族をはじめ様々な人たちがいる｡

だから､自分がやったことをここ (沖縄)に残さなけ

ればと思っている｣(Ⅰさん)

④沖縄に対する否定的スタンス

インタビュー対象者たちは､彼ら/彼女らによって

イメージされた沖縄 ゆ で述べたように､それはしば

しばメディアが流す沖縄イメージと重なっている)に

対して､肯定的に価値評価している場合が多い｡しか

し何人かは､否定的なスタンスをとっていた｡

例えばBさん (2(氾2年 12月インタビュー.その時

点で東京都在住｡沖縄の大学を2(氾1年3月に卒業後､

司法試験合格を目指しそのための予備校に通うべく東

京に出てきている｡女性)｡彼女とのインタビューでの

やりとりを記してみる｡Bさんは､沖縄に対する彼女

の思いを手書きで書き綴った文章 (A4の紙表裏の分

量)を､回答済み質問紙の返送の際に同封してくれた｡

そのことに関わる私の質問に続く一連のやりとりであ

る (なお､書いてくれた文章は､高校教育に対する要

望というテーマで､沖縄の未来の人材を育てるという

観点から､沖縄が直面している現実的な課題について

もっと教えるべきだという趣旨のものだった)｡

長谷川:書いてくれたことを考えるようになったきっか

けは?

Bさん:沖縄は特殊だとよく言われていて､そうなんだ

とは思っていたけれど､こちらに出てきてほんと

うに違うと思った｡違う国のよう｡文化が違う｡

長谷川 :どんな場面で感じた?

Bさん:いろいろな場面で｡例えば通勤電車コこんなに

ぎゅうぎゅうにつめられて毎日働いてすごいと思

った｡沖縄の人だったら､そんなにやるぐらいだ

ったら､のんびりがつがつしないで､自分の家族

とか趣味とかをのんびりやろう､と｡

長谷川 :Bさんは､そういうのを否定にみている?

Bさん:そうですわ｡沖縄の人たちは､基地の存在に不

満をもっていても論理的に嫌だと言える人がいな

いO県知事が基地の15年期口尉寸き使用などとあり

えないはずのことを言ってしまう｡そういうふう

にしか言えないんだったら､バカにされてもうま

いようにあしらわれてもしかたない｡沖縄の人は､

勉強に対して真剣みが足りないように思う｡日本

政府 ･アメリカ政府を説得できるような人材があ

まりにもいない｡そういう点で否定的に見ている｡

長谷川 :こちらにきてからそう見るようになった?

Bさん:以前から漠然とはあったが､こちらに来てやっ

ぱりそうなんだと確認した｡

長谷川:東京のせかせか感が嫌だ､ついていけないとい

う人もいたけれど?

Bさん:どっちもどっちも｡最初の1年は慣れるのに苦

労した｡半径5センチとか10センチとかの所に人

がいるのが落ち着かなかった｡家から出たくない

と引きこもっている時期があった｡けれど､ここ

でやるんだったら､慣れなきやいけないと思った｡

このせカせか感の中だから自分ががんばれている

のかなと思えたら､そんなにつらくもなくなった｡
長谷川 :慣れてしまったら平気?

Bさん:はい｡最近は近くに人がいてもだいじょうぶに

なった｡一生懸命やっている自分を､ここでは許

容してくれるo沖縄だと､何でそんなに一生懸命

やるのという感じになる｡それは沖縄の好きじや

ない部分｡私は勉強が好きな方なので､つい勉強

をがつがつやっちゃう｡そんな時､友だちが飲み

に行こうよと誘ってくる｡ ｢ちょっと待って､こ

れやらなきやいけない｣と言うと､非難めいたこ

とを言われる｡

長谷川:その頃もそういうのを沖縄人気質と結びつけて

考えていた?

Bさん :その時はそんなふうには思っていなかった心

長谷川 :こちらに来てからそう思うようになった?

Bさん :再確認したという感じ｡

長谷川 :にもかかわらず､沖縄に帰りたいのは?

Bさん:両親の影響)いずれは自分のために尽くしてき

てくれた人に返しなさいと言われてきた｡沖縄が､

司法試験の勉強を一生懸命やっていることを奇異

な目で見ない環境になったらいいなと思う｡

Bさんの場合､勉強を一生懸命やることに対して非難

めいた扱いを受けたという体験を､"何事に対してもが

つがつとやらない (｢て-げ-｣ということになるのだ

と思う)沖縄人"という､やはり流布しているイメー

ジに結びつけ受けとめ､そのイメージをもって沖縄と

沖縄人を否定的に評価している｡にもかかわらず､こ

のやりとりの最後のほうに一部示されているように､

Bさんは沖縄を愛していて､やがて沖縄に戻り沖縄の

ために役立つような仕事をしたいと思っている｡

Bさんに類似したような意味合いでの沖縄に対する

否定的な評価は､他の人-のインタビューの中でも耳

にした点である｡例えば､

(沖縄の特徴の1つとして) ｢危機意識がない｡例え

I潮 俄活動の時､こちらでは切羽詰まった感じがあるO

それに対して沖縄は､毎日の生活を楽しむということ

に重きをおいている人が多いなと思う｡まずいですよ

ね｡やりたいことをやるというよりも､やれることを

やるという感じ｡ちょっと後ろ向きだなと思う｡それ

が嫌｣ (Fさん)

｢沖縄の失業者は切羽詰まって苦しんでいないと思

う｡ある程度までしかがんばらない｡それで誰かが助

けちゃう｡今は (質問紙に回答したときよりは)､私
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の沖縄に称する目は厳しくなっている｡ (そういうふ

うに見方の変化が生じたのは)友だちが､仕事ないよ

ねと言いながらのんびりとしているのを目にしたか

ら｡失業保験が入ってきながら､ばれないようにバイ

トする方法を考えている人とか｣/ ｢無条件に沖縄は

すぼらしいと言うのには反対｡無条件にちやほやされ

て失業率も高く､どうなってしまうのだろう｡県外の

人の中にも､沖縄は歯を食いしばってがんばるような

ことはしてほしくないと､南国の楽園的な見方をして

いる人がいる｡そういうのを真に受けていていいのか

なと思う｡関わりのない人はそれでいいけど､言える

人 (沖縄に責任をもつ気がある人)が言うべきことを

言わなきやという思いがある｡実は私は沖縄が好きな

んじゃないかなと思う｡とにかくこのままじゃだめ｡

沖縄がしかけて沖縄ブームが起きているわけではな

いので｣ (Hさん)

以上のBさん･Fさん･Hさんはいずれも､平凡なレ

ベルの生き方をしたくないという思いを抱いていて､ま

たその思いを実現できる力を備えているという印象を

与える女性たちだった｡そういう彼女たちから､比較的

類似した沖縄に対する見方がうかがえた｡

一方以下のように､沖縄に対して､上の3人とも共

通する､のんびりさといったイメージを抱きつつ､3

人とは違ってそうイメージされる沖縄をもう少し肯定

的に受けとめた上で､にもかかわらず今現在の自分は､

そこに身を置くことはできないと考えている人もいた｡

｢沖縄のことは､年々いいなと思うようになってきた｡

(そのよさは)ゆったりしているところ｡ゆったり歩

いている｡のんびりしている｡休む場所だっ大学を卒

業して沖縄に帰る人もいたけど､僕はそんな気にはな

らなかった｡向こうに行くと休んでしまうOたまの休

みにいくのがいし1.沖縄に戻るのは50才ぐらいになっ

てからがいい｡ガンガン働く期間が終わったら｡今戻

ったら､何もできなくなってしまう｡自分から動いて

何か始めようという気にならなくなる｡今は､ゆった

りしたくない｡きりきりしていないと､人間的にだら

けてくる｣ (Dさん)

｢できるんならば沖縄でやりたいという気持ちはあ

るけど､そうすればなあなあになってしまう､打ち込

むという感じじゃなくなりそう｡ (沖縄という土地に

はそういうイメージが)ある｡沖縄は癒されに行くと

ころではないか｣ (0さん)

沖縄は､好きなのではあるが､今の自分にとっては精

神･エネルギーの集中を妨げてしまう､だからふだんの

活動の場にはできず､リフレッシュLに戻るところ ((1)

oXaで見たように､0さんも3ケ月に1回ほど沖縄に帰

省している)- このように受けとめられている｡なお

この2人は､それぞれミュージシャン､レーサーという

特殊な能力を必要とする仕事を目指している男性とい

う点で共通している｡

⑤自己の再帰的プロジェクト-の ｢伝統｣の再帰的組

み込み

先に見たように､自己の再帰的プロジェクトとは､

自己アイデンティティという生活歴の物語を､選択の

余地ないものとして ｢伝統｣の指し示すところに従っ

てではなく､自ら再帰的に､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 (3-5)｡そうした自

己の再帰的プロジェクトにおいて､その過程で遭遇す

る何らかの伝統的要素は､そのプロジェクトにとって

の意味づけが問われ､新たな意味づけを付与された上

でプロジェクトに組み込まれたり､あるいは意味ない

ものとして棄却されたりする｡沖縄の (より精確には

富古の)祭事に関わる伝統に対するNさんの向き合い

方には､そうした自己の再帰的プロジェクト-の伝統

的要素の再帰的組み込みがよく表れていると思われる｡

(質問紙の ｢今後どこに住みたいか?｣に対して ｢高

校入学の時住んでいたところとまったく同じ場所｣と

回答したのは) ｢住みたい半分､住まなきやいけない

半分｡祭事関係のこともあって､あまり移動できない

かなと｡自分が楽になるになるためにはどうすればい

いんだろうと考えたときに､自分がここにいるのは親

がいてその親がいて､自分ひとりだけでいるわけでは

ないと思い､この人たちを大切にしたいなと思ったら

そういうの (祭事関係のこと)も付随でついてきてし

まったなと｡祭事自体をそこまで好きということはな

い｡ただ､親とかを大切にする延長線上にあるのなら

やってもいいなと｣ (Nさん)

Nさんの自己の再帰的プロジェクトでは､(1)の⑤でも

触れたように ｢まわりの人たち､家族とか大切に思っ

ている人たちのことが大前提｣とされている｡その ｢大

前提｣に照らして伝統に対して彼女独自の意味づけが

されているのである｡

また､次のVさんは､自己の再帰的プロジェクトに

おいて自分の家庭をもつことになるかもしれないこと

が年齢的に以前より差し迫って感じられるようになっ

てきた時､そのことと関わる伝統的なジェンダー関係

(この場合も宮古の伝統)が否定的なものとして映っ

てくるようになったというケースである｡

｢オトーリ､あまり好きではない｡ (そのやり方に象

徴されているように宮古では､)家庭をもち始めると､

男性中心の社会になってくる｡男性は飲むだけ､女性

は給仕だけ､それがとっても枕っそういうのは､私は

やりたくない｡高校の時､私が悪いことをしたとき､

父が母に向かってお前の教育が悪いと言っていた｡そ

んなこと言われるぐらいならば､家庭をもたないほう

がいい｡私が何の疑問も抱かずにオトーリの世界にど

っぷり浸かっていれば楽だったんでしょうけど｡ (嫌

だなと思い出したのは)いったん外に出て戻ってきて

から｡友だちなどに家庭をもつ人が出てきて､身近な
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問題として感じるようになってきたからかもしれな

い｡(外の世界を体験してきたからというのも)ある｡

高校まで田舎がとても嫌だったんだけど､1回出ると､

海のすぼらしさ･自然のすぼらしさがあり､地元沖縄

はすごいなと思い､人間関係も希薄じゃなくて情に厚

いところも好きなんだけど､悪い面も目についてきて､

昔はいいと思っていたことが違って見えてきました

ね｣ (Vさん)

⑥ rよそ者｣として沖縄を体鼓する?

人は､自分が所属しているはずの集団なり社会なりの

他のメンバーから､正規のメンバーシップを与えられて

いないと感じる時､その集団なり社会なりにむしろいっ

そうコミットすることによって他のメンバーのイ青栃を

勝ちとり所属を安定化しようとする場合がある｡今回の

インタビュー対象者の中にも2名､沖縄にとってのいわ

ば ｢よそ者｣という扱いを受けたが故にかえって､沖縄

を好きになろうとし沖縄人としてのアイデンティティ

にこだわろうとしたケースがあった｡

｢(質問紙-の回答にある)『沖縄というところが好

き』はずいぶん前､高校生ぐらいからのこと｡母が新

潟なので､沖縄人という気持ちをもたないといけない

なと｡新潟人でもないし沖絶入でもないという中立だ

といつまでも中途半端｡なので､私は沖絶入であると.

私は見た目も沖縄の人っぼくでないので､ 『あなた､

県外でしょ?』というはじきに小さい頃からあってい

る｡だから私は人よりも『好きだ』という思いをもた

ないといけない｡ある意味､そういう中途半端な人に

とって､沖縄はとても厳しいところ｡ (『だからこの

地域を拒否する』というのもありえるのでは?という

問いに対して)拒否すると住めない｡嫌だと思いなが

ら住める場所じゃない｡ 徳子きでいなければいけない

というのは)今も意識的にそうしていること｡やって

いる仕事が単年度事業なので､1年ごとにクライアン

トが変わる｡毎回最初は 『あんた､どこの人ね?』の

言葉から入る｡うち解けていくためには､そういう(よ

そ者という)印象を砕いていかなければならないので､

『好きだ』という気持ちがないとやっていけない｡た

だ､最近は楽しみ｡『ああ､あなた沖縄の人だね』と

いうのを出させるのが楽しみ｣ (Uさん)

｢父親が秋田県出身であるため､沖楓 こよくある姓

ではない｡そのため､仕事の際初対面の人から『ナ

イチヤ-?』と聞かれる｡そういう時､『いいえ､

違います』というのだけど､うっとおしいと思うこ

ともある｡そういう体験をこれまでずっとしてきた｡

沖縄ではファースト･ネームで呼び合うのが習慣だ

が､僕は子どもの頃からずっと姓で呼ばれてきた｡

だからこそ逆に､ある程度意識的に 『沖縄というと

ころが好き』『自分は沖縄ノ週 と思おうとしてきた｣

(Tさん;2002年 11月インタビュー.その時点で

在沖｡新聞社に正規雇風 男性)

⑦ ｢弱者｣としての沖縄

今回のインタビュー対象者の口から聞かれたたい

ていの言葉は､ある種の沖縄ブームの中､沖縄がもて

はやされている･肯定されていることを意識してのも

の一一一その肯定の中身を､その人自身も肯定的に評価

しているか否かの違いはあるにせよ- であった｡そ

の中で､以下のようにいわば ｢弱者｣として沖縄をと

らえる見方は､今回のインタビュー対象者の中では､

やや異質だった｡

｢僕は､弱い人は守らないといけないという立場｡

沖縄は､日本国- 沖縄も日本の一部ではあるけれ

ど- と比べれば明らかに弱い立場｡この沖縄を守

っていかないと｡弱くてダメなものなら守る必要は

ないけど､沖縄にはユイマール ･人情 ･観光資源と

カサばらしいものがあるから守る必要がある｡だか

ら僕は､沖縄のためにがんばろうと思っている｣

(Jさん)

もっとも､Jさんは上の発言そのものの中にも示されて

いるように､沖縄を ｢弱者｣としてのみとらえているわ

けではない｡ただ彼は､対日本の関係において (あるい

は､インタビューの中での別の発言から推測するに､対

アメリカの関係においても｡そして､いずれの場合も長

らくアメリカに占領されてきた､その延長上今なお多く

の米軍基地が存在しているという問題との絡みで)その

側面があることに､インタビュー対象者の中では最も注

意を向けているように思えた｡

0さんの場合も､一方で今沖縄がもてはやされてい

ることを意識し､そのことに対しては悪気はしないと

いう受けとめ方をしつつも､特に対アメリカ関係にお

いて ｢弱者｣の位置に位置づけられかねない､そのこ

とが嫌だ､というような気持ちを表明していた｡

｢沖縄にいる外人と仲良くしたいけれど､なめられた

くない､弱い立場にみられたくない｡沖縄の人もでき

るんだぞと｡外人が酔っぱらったときの態度が､沖縄

の人をなめているようだった｡そういう時英語で何か

言われるとびびってしまう､そういう自分も嫌だと高

校野球で押水が準優勝した時､沖縄もすごいんだなと

希望を与えられた｡ (今でこそ沖縄ブーム的でもては

やされているところもあるが)高校を卒業するぐらい

までは､そういうのはあまりなかった｡安室が出たの

も高校卒業する年だし､売れるとは思っていなかった｡

それまでは､自分の中では沖縄は遅れているというイ

メージ｡『少年ジャンフ』の発売日が他の地域より遅

れるのが嫌だったし､テレビのチャンネルが少ないの

も｡当時は都会に出たいというあこがれがあった｡そ

れで沖縄を出て､都会人になったんだぞという気持ち

だった｡けれど出てみて､沖縄っていいところだと見

直した｡最近の沖縄の都会化を見て､沖縄はそのまま

でいいんじゃないかと思う｣ (0さん)
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