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は し が き

本報告書は､平成 17- 19年度文部科学省科学研 究費 (基盤研究 (B)一般)｢沖縄 の社

会構造 と生活世界一二次利用 として公開可能 な ミクロデー タの構築 をめざ して-｣の研

究成果である｡われわれ は､戦後 60年 を経 た沖縄 の社会構造 と生活世界の現状 を とらえ

るために､｢沖縄総合社会調査｣ と呼称す る調査研究プ ロジェク トを企画 し､沖縄県民 を

対象 とした統計調査を行 った｡本書は､その調査の基礎的な集計結果 を報告す るもので

ある｡ と同時に､本プ ロジェク トでは､近年我 が国で二次分析 向けの公開利用デー タセ

ッ トの整備が進んでいる潮流 に樟 さすべ く､沖縄 を母集団 とす る社会調査デー タの公 開

を目論んでお り､本報告書はその中間報告 としての位置づ けを ももつ 0

琉球大学法文学部社会学講座 は､ これ まで､ 1971- 1973 (昭和 46-48)年 の九学会

連合沖縄調査､1984 (昭和 59)年の特定研究経費調査な どに参加 し､戦後 の沖縄社会の

構造 と変動 に関す る研 究成果 を世 に問 うて きた｡ また､ス タ ッフ個別 に も､社会学､社

会福祉､マス ･コ ミ学の各分野 において調査研 究を実施 し､デー タを蓄積 してきた｡最

後の総合調査か ら約 20年が経過 した現在 ､再度総合調査 を実施 し､基礎的デー タを積

み重ね る必要性 が生 じている｡そ こで､本プ ロジェク トは､学際的な視点 と方法によ り､

あ らたなデー タ構築 を 目指すためのプ ロジェク トとして立案 され た ものである｡

本土復帰後､沖縄社会 はあ らゆる面できわめて ドラステ ィックな変動 を遂げてきたが､

かな らず Lも社会学的調査のデー タ として蓄積 されて きた とは言 えない｡本研 究では､

大 きく3つの視点か ら､沖縄 の社会構造 をマ クロな構造変動 として捉 えるために､生活

世界にお ける ミクロデー タを収集す る｡第一の視点は､社会学的な視点である｡ ここで

は､戦後 60年間経 た沖縄県民の生活構造 と意識 について､家族､国際化 ･グローバ リゼ

ーシ ョン､エ スニシテ ィ一､沖縄 のアイデ ンテ ィテ ィ､そ して観 光 と沖縄イ メー ジを具

体的な トピックとして分析す る｡第二は､社会福祉学的な視点である｡ ここでは､沖縄

の社会構造 と生活世界の構造 を､社会福祉 ､地域福祉 ､障がい者福祉 ､そ して児童福祉

を中心に分析す る｡第三は､マス ･コ ミ学的な視点であ る｡ ここでは､沖縄 の社会構造

と生活世界の変動過程 を､情報化､国際 コ ミュニケー シ ョン､世論 ､平和意識 とい う要

素か ら分析す る｡

2005年 ､沖縄 県は新沖縄振興計画策定にあたって､｢本土 との格差是正か ら､沖縄独

自の優位性 を前面に出す持続 可能 な内発的発展-｣ とい う新 たな方針 を打 ち出 した｡そ

の とき､｢沖縄独 自の優位性｣を成すのは､例 えば台湾や東南アジアに近い とい う地理的

特性 を最大限に活用 した ｢アジア ･太平洋 との連帯｣や ､｢環境 の時代｣に呼応 した観 光 ･

リゾー ト産業の戦略的振興な どであるO しか し ｢もはや本土 との格差是正の時代ではな

い｣ とい うスローガンが掲 げ られ る一方で､県民所得格差 ､生活環境整備 の遅れ ､ さら

に離島 ･過疎地域 と都 市部の格差､基地負担 な どの問題 は積み残 され たままである｡戦

後 60年 を経 た現在､沖縄の優位性 ･独 自性 とは何 なのか を構造変動論的 に分析 しよ うと

す る本研究は､社会的 に も大 きな意義 を持つ と考 え られ る｡

本研究はまた､二次利用 として公開可能 な ミクロデー タ として構築す ることをめざす ｡

この ことは､沖縄 に関心をもつ研 究者 に大 きく寄与す るこ とが可能である｡ そ して､1.

21世紀型沖縄社会の変容予測 に関わる基盤デー タを構築 し､過去の基礎的デー タ と照合



し､その構造変動 を探 る､2.地域的 ･社会学的特性 を踏 まえた調査 ･研 究であ り､研究

デー タを広 く公 開す ることによ り､学術 ･政策利用の便宜 に供す る といったプ ロジェク

トの効果が最終的に期待 され る｡具体的には､本研究を端緒 として沖縄版 GeneralSocial

Surveysを構築す ることが将来的な 目標である｡

今後の予定 としては､一 日も早 く個票デー タの公 開を 目指 したい｡ また､中長期的に

は､今回の調査では資金的制約 か ら対象地域 を沖縄本島中南部市町村 に限定せ ざるを得

なかったので､今後 は全県調査 をめ ざ したい｡そ して､将来的 には､ このよ うな沖縄 を

母集団 とす る調査デー タの収集 を定期的 に行 うことで､沖縄社会 を 日本全体や諸外国 と

比較分析 で きるための､また､通時的な トレン ド研究 に利用で きるデー タを構築 してい

きたい と考 えてい る｡
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