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10 沖縄イメージ

はじめに

1970年代の日本復帰 ･海洋博以降､さらには 2000年代のサミット･ちゅらさん以降､

沖縄は観光やメディアにおいて一気に脚光を浴び､全国的に注目されるようになった｡そこ

では単に戦争や基地に限定されない形で､沖縄の青い海や亜熱帯､長寿､独特の文化や県民

性などが盛んにアピールされ､より多様で詳しく精微化された沖縄イメージが流通し､定着

するようになった｡

主に観光やメディアの文脈で流通してきたこれらの沖縄イメージは､とはいえ単なる ｢県

外向け｣として完結するわけではない｡全国向けメディアの<沖縄>を､沖縄県民もまた視

聴 している｡また県民自らツーリス トの立場になって､<沖縄>を美的にまなざし､旅して

回り､長寿料理を賞味することもある｡移動性や混活性がいっそう度を増し､<沖縄>の情

報化 ･イメージ化が進む中で､いまやある面では､<沖縄>をまなざすときの ｢内｣と ｢外｣

の明確な区別は､なくなってきている｡沖縄県民も全国版の沖縄イメージにたえず身近にふ

れながら､よりローカルな自前の沖縄イメージをつくりあげ､対置することもある｡ブーム

以降に浸透 ･定着した沖縄イメージは､県民自らの生活文化やアイデンティティを立ち上げ

る際の､参照枠組みになってきてさえいるのである｡

そこで本調査では､沖縄イメージについての質問を設けた｡沖縄の県民性や自然 ･文化に

関して､代表的な沖縄イメージ 10項目を挙げ､それらのイメージが回答者の沖縄生活での

｢実感と合っている｣か､｢違和感がある｣か､｢どちらでもない｣か､という聞き方をし､

｢とても｣｢やや｣を入れて 5段階の選択肢から選ぶ形にした｡

10-1 県民性のイメージ

(ア)明るく元気である

2001年の NHK連続テレビ小説 ｢ちゅらさん｣に出てくる典型的な沖縄県民のイメージ

だが､｢とても実感と合っている｣21.4%､｢やや実感と合っている｣は 46.9%に達し､3

人に 2人は県民が ｢明るく元気｣であるというイメージが､生活実感と違いがないことを

認めている｡ただし､｢やや違和感がある｣｢とても違和感がある｣の違和感派は合わせて5%

未満と非常に少ないが､｢どちらでもない｣が26.3%で4分の 1いることにも注意すべきで

ある｡この中には､｢明るく元気｣かどうかは県民性というより､結局は個人の性格によっ

て異なる､といった､ステレオタイプ的な見方そのものを疑い相対化するような判断 ･立場

も含まれているだろう (図 10-1)0
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■とても実感と合っている

□やや実感と合っている

田どちらでもない

a)やや違和感がある

Egとても違和感がある

口無回答

図 10-1 (ア)明るく元気である(N=885)

性別 :女性の方が実感合致派が多い｡｢とても実感と合っている｣25.0%､｢やや実感と合

っている｣49.6%で､合わせて 4人に 3人近くの女性が､沖縄の県民性を ｢明るく元気｣

ととらえている (男性は6割にとどまる)｡一方､男性は ｢どちらでもない｣30.4%と､冷

めている人が多いようだ (女性 22.3%)(図 10-2)0

(Ne8%8+5,■ u■(N=53,,-.7.6-(N=3.8,■■[25.00% 10㌔ 隈潤子:.iM dとても実感と合っている

･:..46.9∴

ロやや実感と合っている

::::44,2::二: E3どちらでもないDやや違和感があるE3とても違和感がある□無回答0%

:.:.49.6

20㌔ 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10

年齢別 :20代～50代では概 して若い人ほど､実感と合っていると答える人が多くなって

いる｡特に違いは ｢とても実感と合っている｣に出ており､20代 27.1%､30代 24.1%､

40代 20.7%､50代 15.0%といった漸次的な高さの傾向を示している｡他方､60代はケー

ス数が大きく異なるので単純に比較はできないが､｢やや実感と合っている｣が 53.7%と過
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半数を占め､｢とても実感と合っている｣と合わせた実感合致派が7割に達している｡この

数値には､この世代が実際に経てきた苦難と動乱の時代を､まさに自分たちがそれでもたく

ましく生きてきたこと-の自負が含まれているのかもしれない (図 10-3)｡

(Ne8i8+5,円仁 21,4遷-; ･46.9二.:. ≡隙+++++JJ+++i3L++++++A : IIとても実感と合っている田やや実感と合っている田どちらでもないl)やや違和感があるE]とても違和感があるロ無回答0%

(2NO=59?,閃電鰹 27.JH 二二二.=45-3.=.= ≡;≡;;膜++++++:+++++1÷:-潤

(3NO=5.?,- 旺 24,1IF- ‥‥二二: ::.:44.0. ≡;:;;fN++++Lj >2>+++6+i+j4.X<Ⅱ++1+J X,H6ll

(4NO=5,?,コ匹 ヨヨ;= ･47.3:-:- H b::6

(5NO=f:2,四 ‥二二‥‥ 二二.=49.5二-こ. 言 隙+++++++++ i:;+++++++++1 2:.

?NO=aE.1.7 m ≡≒=壬: ･53.7:.:: ≒;≒;≒BN++ :tI+++J l器:

0% 20% 40% 60% 80% 10

(イ)家族を大切にする

｢とても実感と合っている｣26.1%､｢やや実感と合っている｣は47.2%と､実感合致派

が 7割以上である (図 10-4)0

lDとても実感と合っている

Dやや実感と合っている

田どちらでもない

のやや違和感がある

E3とても違和感がある

ロ無回答

図 10-4 (イ)家族を大切にする(N=885)

(ア)と同様､違和感派はわずか約 5%にとどまるが､｢どちらでもない｣は20%にも達

し､個々の家庭によってケースバイケースと考える人たちが含まれているだろう｡とはいえ､
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7割もの回答者が ｢家族を大切にする｣県民性を認めている事実は､このイメージに対応す

る現実がまだまだ沖縄に残っていること､また生活の中である程度そう実感されていること

を､表すデータであるともいえよう｡

性別 :(ア)と同様､女性の方が実感合致派が多くなっている｡ただ男性も (ア)と比べ

ると､｢とても実感と合っている｣の比率が23.8%と高くなっている (アでは 17.6%)0｢明

るく元気｣という県民性イメージよりも､｢家族を大切にする｣県民性イメージの方が､男

性の生活実感にもフイットし､真実味をもつと感 じられているわけである (図 10-5)0

合計(N=885)鋼鶴鯵打26.1町章 : 由とても実感と合っている

□やや実感と合っている

男(N=437)女(N=448)0 EBどちらでもないロやや違和感がある日とても違和感があるロ無回答0ヽ

■■■■23,8ココEヨ.二一:- ･l467-:-:

[ 28.3遷四 :.:≡二 ･二.:47.8.:.

% 20% 40% 60% 80% 10

図 10-5 (イ)家族を大切にする 性別(N=885)

年齢別 :20代は ｢とても実感と合っている｣30.2%､30代は ｢どちらでもない｣27.3%､

40-50代は ｢やや実感と合っている｣が49.1%と55.1%とそれぞれ高くなっている｡

(N%=8+5,■一駈 2(2NO=? ,? , -(3NO=!.?,- 2 4(4NO=! 2?,- 2(5NO=!.?,- 24冒NO=it.請- 20% 6.1頚召打司二.:-: -:-:.47.2:-こ. ･二.二.隙0,5L++1掴l

Ejやや 感とAつている

.1】IF二二‥二二 二二一一43.5-.二二 二二二二二L++++++}27.3LX++1+14,2日

6一.■ー【二二二二二 .:,=49...‥ 二二二二二隈.7一書潮l5.4tjI皿 感が
r

,3- ::::::i I:.:55.1: ≡三;≡;隅 .:I;由とても違和感があるロ無回答0%

l

68 :::-:41.5.二.二 三≡…三;際※芸書芸業況:i
20% 40% 60% 80% 10
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30代に比べて最近大人になった 20代は､2000年代に入ってからのちゅらさん以降の沖

縄イメージの影響を､より受けているのではないか｡対して､30代に対して 40-50代の

実感合致度が高いのは､実際に家族を大切にする (せねばならない)､そういう現実を､30

代よりも長く切実に生きてきているからではないか｡その意味で30代は､家族イメージの

20代と､家族の現実の 40-50代とのはざまにあって､家族のエアポケット状態を生きる

世代と言えるのかもしれない (図 10･6)0

(ウ)苦難にもねぼり強い

｢とても実感 と合っている｣7.2%､｢やや実感と合っている｣は 19.7%に対 し､｢やや違

和感がある｣22.0%､｢とても違和感がある｣8.7%と､わずかに違和感派が実感合致派を上

回った｡だが､それ以上に多いのが､｢どちらでもない｣41.2%であり､(ア)～ (コ)10

項目の ｢どちらでもない｣のうち､最も高い値である｡これも個人によって異なるという判

断もあるだろうが､他の県民性の項目に比 して突出して高く4割にも上っている点を鑑みれ

ば､特殊な要素がはたらいていると考えた方がよいだろう｡例えば､｢苦難にねぼり強いウ

チナーンチュ｣と､｢苦難にねぼり強さがない (例えば淡泊な)ウチナーンチュ｣という逆

の面と､両面が並存 しているから､どちらとも言えないと考えた人たちがいる可能性である｡

違和感派が実感合致派を上回ったことと合わせ､県民は苦難にねぼり強いわけではない､と

考える人が多数を占める結果となった (図 10･7)0

87% 11% 72%
■とても実感と合っている

田やや実感と合っている

田どちらでもない

皿やや違和感がある

日とても違和感がある

□無回答

図 10-7 (ウ)苦難にもねぼり強い(N=885)

性別 :全体的に実感合致派が圧倒的に少ない中で､男性と女性の比較ではやはり(ア)(イ)

同様､女性の方が実感合致派が多くなっている｡女性の方が実際に､苦難に粘 り強く生きて

きたとい うことの表れなのだろうか｡｢どちらでもない｣の比率は男女であまり変わらず､

その分違和感派が男性において多くなっている｡｢明るく元気｣｢家族を大切にする｣では｢ど
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ちらでもない｣の回答に男女の性差が出ていたのに対 し､｢苦難に粘 り強い｣では､｢やや違

和感がある｣｢とても違和感がある｣に性差が表れ､男性の回答はそれ らに集中 し､積極的

な違和感 を表明 している｡｢苦難に粘 り強い ウチナーンチュ｣像は､女性 より男性にとって､

しっくりいかないイメージなのだ (図 10-8)0

(Ne8iB+5,匹(N=548,E l0ヽ llllFlf!.tHllJlllllE≦重宝≦≦ 申とても実感と合っている□やや実感と合っている囚どちらでもない皿やや違和感があるEaとても違和感がある□無回答0ヽ

HH酬 陸

;二二:22.5二二≡≡ lll:.:f:.FHHlHlJ≦さ≡蓋

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10

年齢別 :興味深いことに､上の世代になるほど実感合致派の率が高 くなる｡これはやは り､

沖縄戦や米軍統治､復帰など､沖縄の動乱 と苦難の時代を生き抜いてきた実体験の反映だろ

うか｡

合計(N=885)瀬をL 正 E N 無難 最小注1""ll"鮒…l 田とても実感と合っている口やや実感と合っているEBどちらでもない皿やや違和感があるDとても違和感があるロ無回答0%)

20歳代(N=ー92)Eヨ ;一 ~う-.亭主≡≦≡L++++++++++++++器;:++++++++++L+++JllllllllHlf:f:-HHHllll

30歳代(N=216)車中 E I 蓋尽毒尽冊 叫N群JJIJMJMMJ

l40歳代(N=222)･=や.d … 桔主群l""""lH#"llll

50歳代(N=214) 二二,=22L9.二-=;≡;;;至十十十十+++iIL+++++++++++++++1日lllll:.:H.:Il‖l

60歳代(N=41)I:コ:;≡≡工.24.4=-こ二言腿圭差送:;+++十十+Jlllllllll闘IHIlll
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20代の実感合致派が突出して少なく､逆に違和感派が突出して多くなっている｡だが､

60代はケースが少ないながら､｢どちらでもない｣が突出して少なく､その分､実感合致派

と違和感派の両極に分かれて回答が集まっている (図 10-9)0

(エ)長寿県である

｢とても実感と合っている｣21.1%､｢やや実感と合っている｣43.3%と､実感合致派が

3分の2近くを占めた｡実際に高齢者が多く､元気で大切にされている人も多い現実を反映

しているといえよう｡だが､｢明るく元気である｣｢家族を大切にする｣と比べれば､｢やや

違和感がある｣12.0%､｢とても違和感がある｣2.5%と､違和感派もある程度高くなった｡

特に近年､男性の平均寿命の全国順位が下がり､長寿県の危 うさが叫ばれていることも影響

していると思われる｡｢どちらでもない｣も､20%に達した (図 10-10)0

433%

『とても実感と合っている

ロやや実感と合っている

因どちらでもない

田やや違和感がある

日とても違和感がある

口無回答

図 10･10 (ェ)長寿県である(N=885)

性別 :(ェ)でもこれまでと同様､男性より女性の方が実感合致派が多い｡女性の方が実

際に平均寿命が高く､全国 1位をいまだ保持 していることと､相関しているのだろうか (図

1 0 -ll)0

年齢別 :20代において､｢とても実感と合っている｣が突出して多く､3割以上にも及ん

でいる点は興味深い (他の世代はすべて2割以下)｡これは､長寿県 ･沖縄のイメージやキ

ャンペーンが広まっていく時期に大人になっているために､長寿の沖縄イメージを自明視し

ている世代であることの表れではないだろうか｡｢どちらでもない｣と冷めている 30代が

多いのは､(イ)｢家族を大切にする｣と似たような傾向である｡40代以上では､｢やや違和

感がある｣が下の世代より少し多めになっている｡健康 ･長寿ではない現実を､日常生活の

中で身近にまのあたりにしている人たちだろうか (図 10-12)0
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(N!8%,■(■I:::;:二::.43,3:.: aとても実感と合っている□やや実感と合っているEBどちらでもない田やや違和感があるE]とても違和感がある□無回答0%

I
(N=?3"LED -:-:-42.8-:.:

0,i 20% 40% 60,i 80% 10

図 10-ll (エ)長寿県である 性別(N=885)

合計(N=885)20歳代(N =192)(3NO=!.?,Fl40歳代(N=222)50歳代(N=21 4)冒NO=ai.1.7-0ヽm ‥‥二二‥ ‥二二二二43.3-二二 ≡≡;;;隙+++ig"Lt+++JfH.I..l岩..F与lr∴12.5lL＼＼一由とても実感と合っているロやや実感と合っている囚どちらでもない山やや違和感があるE]とても違和感があるロ無回答0%

3..3 =-:.36ー5二.二. 三≡喜≡喜隙+);:i+++1l附l2持

19,635E四二-:.二 二一二一二47ー7二.= ≡≡;≡:Ri;%jSgHlliZ:ilL,J1.9l卜1
･9ー5甘司=:ここ‥ ‥‥二:.48,8-二二二 ;≡;;≡%it:;jNllll):辛:,岩I,0l

20% 40% 60% 80% 10

(オ)時間にルーズである

｢とても実感と合っている｣38.8%､｢やや実感と合っている｣36.8%と､合わせて7割

5分以上の回答者が実感合致派であり､違和感派は1割､｢どちらでもない｣も13%台にと

どまっている｡｢ウチナ-タイム｣は､本土から押し付けられたイメージではなく､むしろ

県内に根強く浸透した沖縄イメージであり､飲み会などの場で､実際的にも機能 している｡

この数値は､こうした県内の現実に裏付けられた結果であるといえよう (図 10-13)｡
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性別 :性別では目立った差は見られず､男女ともに､｢時間にルーズである｣という沖縄

県民イメージが､実感と合っていると答える人が主流を占めている｡ごくわずかながら､男

性に ｢どちらでもない｣が多く､女性に ｢やや違和感がある｣が多い｡時間にキッチリした

女性が､確実にいることの表れだろうか (図 10･14)｡

(Ne8=8+5,-.,....38.q『n二- ::::36_8:.::: EDとても実感 と合っているロやや実感と合っているES)どちらでもないC]やや違和感があるEBとても違和感がある□無回答0%

(N=%7)遷■■■■■37.岳■l::::-:-37,8二.:.

女(Nニ448)■■■■■■■39+7■-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% lO

年齢別 :若い世代ほど､実感合致派が多い結果になっている｡特に ｢とても実感と合って

いる｣は､20代 54.2%､30代 48.6%と､とても高くなっている｡先にもふれたとおり､

ウチナ-タイムは本土から割 り当てられた沖縄イメージというよりは､県内で広く浸透 し流

通する､よりヴァナキュラーな語 りである｡特に20-30代の若い世代においてはますます､
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ウチナ-タイムの語りは説得力をもち､実際にウチナ-タイムの現実と対応 し､また次の新

たな現実を産み出す役割を果たしているのではないだろうか｡言説が現実をつくる｡あるい

は､言説と現実との､循環的な構築の関係が､成 り立っているような状況を示してくれるデ

ータである (図 10･15)0

10-2 自然や文化に対するイメージ

(力)青い海が美しい

｢とても実感と合っている｣が52.7%の過半数､｢やや実感と合っている｣34,5%と､圧

倒的多数の回答者が実感合致派である (図 10-16)0

■とても実感と合っている

□やや実感と合っている

E3どちらでもない

52･7% 皿やや違和感がある

田とても違和感がある

□無回答
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たとえ仮に､沖縄のリゾー ト化に違和感をもつ人がこの中に多く含まれているとしても､

｢青い海が美 しい｣という沖縄イメージそのものは､県民として自分が知る青い海の美しさ

と､合致 していることを認めざるをえない｡美 しい青い海は､県民にも観光客にも､端的に

そこにある｡だから､イメージ化されもする｡そのことを､端的に表す数値であるといえよ

う｡

性別 :女性の方が男性よりも ｢とても実感と合っている｣の比率が高く､57.1%にまで

達 している｡沖縄の海の美 しさ-の意識や関心は､女性の方がより高いということだろうか

(図 10-17)｡

:こ:.. 闘汁帖 とても実感と合っている
(Nee;8+5) 52.7 315:::;

0やや実感と合っている

闘 け:.H 田どちらでもない田やや違和感があるC3とても違和感がある口無回答0ヽ

(N=437)陛凶荘岨 EE8.1- ::::3.64-I-I-

(N=:.8, 57.. LW :L柑

3iL6:::

0% 20% 40% 60% 80% 10

I-I-S:モ+ill ■とても実感と合っているロやや実感と合っているEBどちらでもないDやや違和感がある日とても違和感がある□無回答0%

_トこや}こl

･37_0二一:-: 吊ll一.5日l

-:-:32.7:.: l迅一'll1.9lーJ

418 0(% 60% 80% 1

年齢別 :20-50代で､年齢別の違いはほとんど見られない｡60代はケースが少ないので
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単純に比較できないが､1人の無回答を除く40人全員 (97.6%)が､｢実感と合っている｣

と答えている (図 10-18)0

(キ)亜熱帯の自然が多い

｢とても実感と合っている｣29.4%､｢やや実感と合っている｣43.3%､合わせて7割以

上が実感合致派だが､(カ)の青い海の美 しさと比べると低くなっている｡特に､｢とても実

感と合っている｣の差は歴然である｡｢亜熱帯｣という気候的 ･地理的な条件が､住民の視

点というよりは､外から見て他の地域と比較したときに明確になる､海に比べるとより抽象

的で間接的な概念であることが､一因となっているだろう (図 10-19)0

昏とても実感と合っている

□やや実感と合っている

田どちらでもない

田やや違和感がある

ESとても違和感がある

ロ無回答

図 10･19 (キ)亜熱帯の自然が多い(N=885)

性別 :性別ではほとんど差は見られない｡(カ)青い海では性差がやや見られたのに､亜

熱帯では性差が見られないこと自体､興味深い結果である (図 10-20)0

年齢別 :年齢差も､はっきりとした特徴を読み取ることは難 しい｡30代と50代が ｢とて

も実感と合っている｣に､20代と40代が ｢やや実感と合っている｣に､比較的偏っている｡

60代は､｢やや実感と合っている｣が58.5%と集中し､他の世代より突出して高い(図 10･21)0
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■とても実感と合っている･ロやや実感と合っているE3どちらでもないE]やや違和感があるE司とても違和感がある□無回答0,i

ロ苫(N=885)■-29.4-I.:;: :.:.4 十 l

男(N=437)■-28.8■- :.■.41,6

l

(Ne8i8+5,....- 2(2NO=5,% ■- 26.30歳代(N=216)(4NO=22% '■■- 2750歳代(N=214)認 諾 - ■.9.50%

9.4■- .:.:. -:.二43.3-:- 二:=::LL+117ttL++1帽.服.

-

6■- :.二;二 .二.:45.3.:.二 :≡≡≡≡隙+ll:;++Jllli,:$ll賃 ■とても実感と合っている□やや実感と合っている5 団どちらでもない皿やや違和感があるE3]とても違和感があるロ無回答0ヽ

1.91■■■田 :.::二 :::.38.9.二:: ;≡;;…際+++ IilitS/+++1 日lH.lil

･9■- ‥‥‥こ; 二=二.こ45,5∴‥ ≡;≡…三陸+群ilxi:;++JlJI:.I卜N1.8ll､1

2. 二二一二40L7=-== ;≡;;;L+++f:+:+++Jll与ll.10lJ5

I .:;:I l.:.58.5.::: 正当一.SI日.K)lH.0
20% 40% 60% 80% 10

(ク)他では失われたものが残っている

｢とても実感と合っている｣18.3%､｢やや実感と合っている｣41.1%で､(カ)(キ)と

比べて実感合致派は6割とさらに少なくなり､｢どちらでもない｣が28,9%にまで高まって

いる｡｢他では失われたもの｣-の視点も､基本的には外からの視点であり､そもそも沖縄

県民の側からすれば､他の地域で何が失われたのか､またそれが沖縄に残っているのかどう

かを把握することは､県内で普通に生活していれば具体的に知ることは難 しい｡とはいえ､

その割には ｢他では失われたものが残っている｣という沖縄イメージ-の違和感派が 10%

にとどまり､むしろ実感合致派が6割を占めているのは､逆に意外な結果であるともいえよ

う｡沖縄が､他地域で失われたものをいまだ残した場所であるという見方は､県内でも一定

程度受け入れられていることになる (図 10-22)0
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性別 ･年齢別では､ほとんど有意な差が見られない｡60代で ｢どちらでもない｣の比率

が高くなっている程度である｡おそらく､｢他では失われたもの｣という抽象的な概念に対

しては､性差や年齢差は回答の差異を産み出す要因として作用せず､他の属性との関連の方

が重要になってくるのかもしれない (図 10-23､図 10-24)0

1 8 .3 ＼＼28.9 .2.0ヽ.＼

426

8とても実感と合っている

□やや実感と合っている

ES)どちらでもない

Dやや違和感がある

E3とても違和感がある

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 10-23 (ク)他では失われたものが残っている 性別(N=885)
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(蕊)-.8,3(2NO=5,% - .8.2(3NO=!.% - .8..(:=!2?,- .7.6(5NO=!.?,m''繍 工 率‥:;:iF.弓.'=0ヽ 図 二41.1二 仁 ふ ｣JはBN2_0r-I ■とても実感と合っているロやや実感と合っているEBどちらでもない皿やや違和感があるE3とても違和感がある0無回答ヽ

･二一40.6二一二. :;;≡;LL++++Ⅱ1 1+顎++++++J ‖闘 巨

こ40ー3=一二二 ;:;:;BL+++++++) I++++++++++++1 日:i:ilhL

〟.?: … lHi:iトトP､

･:.:43.0: ;三≡≡;際++++++) ++++++++++1 Ⅲ l1.9｣

･=..34..I. ;…三;…L++++++++++++蕊+ i>ilR:eLL++++++++++++J id

1020% 40% 60% 80% 1

(ケ)沖縄の食文化は健康 ･長寿につながる

｢とても実感と合っている｣は26.2%と高く､｢やや実感と合っている｣も41.5%で､合

わせて3人に2人が実感合致派である｡実際には油ものの多い弁当やファス トフー ドなど､

沖縄の食文化は必ず しも健康に良いものばかりではなく､その意味ではこうしたイメージと

実態との間にズレがあるはずである｡そもそも､沖縄の食文化が健康 ･長寿と結びつけて語

られてきたこと自体､90年代後半からの最近の現象である｡回答結果は､こうした県民の

生活実感そのものが､ブームで高まった健康 ･長寿の沖縄食イメージの影響を受け､密接に

連動 してきたことを表 してもいるだろう (図 10-25)0

■とても実感と合っている

□やや実感と合っている

Egどちらでもない

ロやや違和感がある

日とても違和感がある

□無回答

図 10-25 (ケ)沖縄の食文化は健康 ･長寿につながる(N=885)

性別 :それほど大きな差は見られず､女性の ｢とても実感 と合っている｣人がやや多い程
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度である｡一般的に､女性の方が食生活や健康-の意識 ･関心が高い傾向の表れではないか

(図 10-26)0

Jとても実感と合っている

ロやや実感と合っている

因どちらでもない

皿やや違和感がある

日とても違和感がある

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 1OO篤

図 10･26 (ケ)沖縄の食文化は健康 ･長寿につながる 性別(N=885)

年齢別 :30代だけ実感合致派が少なく､｢どちらでもない｣が突出して多く､3割近くに

達している (全体 2割に対 して)｡この傾向は､(ェ)｢長寿県である｣の回答のときにも見

られた｡20代がブーム以降の長寿の沖縄言説を自明祝 して受け入れる一方､40代以上があ

る程度長寿の沖縄食を自ら実践 して産み出してきた世代だと考えれば､30代はちょうど両

世代のはざまにあって､長寿の言説とイメージに乗らない､冷めた世代であるという仮説を

立てることもできるだろう (図 10･27)0
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(コ)アメリカの影響がつよい

｢とても実感と合っている｣34.2%､｢やや実感と合っている｣40.1%と実感合致派が 4

分の3を占め､違和感派は5%未満である｡米軍基地はもちろんのこと､消費文化などの面

でも､アメリカの影響の大きさという点では､イメージと生活実感が合致しているといって

よいだろう｡ただし､｢どちらでもない｣も19.3%と､5人に 1人はアメリカの影響をさほ

ど感 じているわけでもないのである (図 10-28)0

■とても実感と合っている

ロやや実感と合っている

田どちらでもない

田やや違和感がある

日とても違和感がある

ロ無回答

図 10･28 (コ)アメリカの影響が強い(N=885)

性別 :ほとんど性別による差は見られない｡アメリカの影響という点では､(内容のちが

いはどうあれ)男性と女性で感 じとる度合いの差はあまりないということなのだろうか (図

10-29)0

p■■■■J■ 19.33_7､

33.6 19,23_2.

tDとても実感と合っている

□やや実感と合っている

田どちらでもない

Ⅶやや違和感がある

由とても違和感がある

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 10-29 (コ)アメリカの影響が強い 性別(N=885)
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年齢別 :若い世代ほど､実感合致派の比率が高くなっている｡米軍統治時代の生々しいア

メリカ支配をじかに知る50代､60代よりも､復帰後のリアリティでほぼ完結 している20

代､30代の方が､逆にアメリカの影響を感 じているという回答結果は､意外であり興味深

い結果である｡米軍統治時代を生きてきた 50代､60代であればこそ､あの時代がアメリカ

の影響を受けるだけではなかったことを､肌で感 じ覚えているがゆえの結果であるのかもし

れない｡他方､米軍基地の存在は､沖縄本島 (特に基地の近隣地域)に住んでいれば全世代

が共通 して感 じているはずのものだが､20代において ｢とても実感と合っている｣が突出

し､4割を超える回答に達している点も興味深い｡もしかしたらこの中には､北谷の美浜ア

メリカンビレッジの自己準拠的な空間のような､テーマパーク的なアメリカイメージも､含

まれているのかもしれない (図 10･30)｡

(Ne8i8+5, 34.2 二二二一二40..-二 言;隣++)>"+il>113NL+Wi.:iS■とても実感と合っている□やや実感と合っている囚どちらでもないDやや違和感がある8とても違和感がある□無回答0%

(2NO=1 9?, 42.7 .=.=36L5.=.二 三;≡:≡L+ltSxL+Z'.'iJ

(3NO=! .?, 36.. .こ.‥.43ー5二.‥. .:≒:TRIII+H2:.:3:
I

(4NO=!2% 3,.1- I_-=_-二 二二二.44.1.= ;;;;≡SL虻罠>o+lljg+++Alll.6lll
r

(5NO=悪 7,- 29.0- ‥ニ‥;‥.‥.=36.4‥.‥. ;:I.:≡:rgL++醍:書>:+ill+++WS.:33日
?NO_禁 - 29.3- 二==:+ 二-‥-36-6.--二 ;;;::gL+++i:>SIL+++1器E童∃

-

0% 20% 40% 60% 80% 10

小括

沖縄イメージについての回答を全体的に見てみると､(ウ)｢苦難にもねぼり強い｣を除く

9項目のすべてが､回答者の沖縄県民の生活実感と､程度の差はあれ合致 しているという回

答が過半数を占める結果となった｡｢明るく元気｣｢家族を大切にする｣｢長寿県｣｢時間にル

ーズ｣といった県民性イメージや､｢青い海が美 しい｣｢亜熱帯｣｢他では失われたものが残

っている｣｢健康 ･長寿の食文化｣｢アメリカの影響がつよい｣といった自然 ･文化のイメー

ジが､沖縄での生活からの実感と多少なりとも合致 しているとして､回答者の半数以上がイ

メージと実生活の合致を肯定的に回答する結果が､浮かび上がってきたのである｡

近年全国に広められた沖縄イメージは､県外だけでなく､県内にも様々な形で能動的に作

用している｡｢健康 ･長寿の食文化｣のように､客観的な実態は必ず しも､こうした県内外

のイメージと対応 しているとは限らないわけなのだが､メディアや観光客向けにキャンペー

ン的に発信された沖縄イメージは､自ら能動的 ･自律的な形で､沖縄の次なる経済的 ･心理
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的 ･社会的な現実を産み出してもいく｡諸々の沖縄イメージがいまや､県民の生活実感とも

密接にシンクロし合ってきている事態を､これらのデータからは読みとることができるので

ある｡

(多田 治)
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11 開発と発展

はじめに

沖縄は日本の中では ｢周辺｣的な位置にある｡ 日本に帰属 しつつも第三世界的な要素を

持ち､1972年日本復帰後これまでの振興開発政策の中でも国内 ODAとでも呼べるような

性質の政府の資金が流入してきた｡このような状況の中で､政府の資金や基地経済､観光

に依存してきた開発 ･発展のあり方が問われてきたが､今のところは様々なディスコース

が生み出される一方で消費されているというのが現状である｡2007年 11月には沖縄大学

において第 18回国際開発学会全国大会が開催されプレ･シンポジウムやいくつかの部会で

沖縄の開発 ･発展をめぐって激論が交わされた｡

筆者は､これまでアジア (とりわけタイ)における開発 ･発展のあり方に関心を持って

きた｡日本の周辺として位置づけることができる沖縄の現状は､地理的 ･文化的に近いア

ジアと共通するものがある｡(鈴木 [2002])その中で､筆者は ｢周辺｣として構造的に生

じたタイの様々な問題を解決するためのオルターナティブな(もうひとつの)開発 ･発展のあ

り方を研究してきた｡(鈴木 [1993])タイにおいては多様なオルターナティブな方策が提

起され､地域に根ざした内発的発展としての仏教的開発 ･発展のあり方や､地域文化の尊

重､参加と自助努力のあり方､サステイナビリティー(持続可能性)の重視など理論的に成熟

するばかりでなくさまざまな実践も試みられた｡特に､仏教的開発 ･発展のあり方は､タ

イにおける独自の内発性として注目されたのである｡(鈴木 [2001])

筆者は､これまでの沖縄とアジアとの関係の議論では､｢アジアから儲けよう｣｢アジア

に教えてやろう｣という論調があまりにも多く､これは沖縄がアジアの新たな中心となっ

てアジアを再周辺化させるものだと批判 してきた｡そして沖縄のとるべき道は､内発的で

あるオルターナティブな開発 ･発展のあり方をアジア (やタイ)から学び､アジアととも

に実践､格闘することだと論じてきた｡(鈴木 [1997])そこで本稿では､沖縄の開発 ･発

展を内発的発展の視点より論 じていくことにしたい｡

ll-1 沖縄の内発的発展

内発的発展とは､開発 ･発展について近代化論的アプローチを批判 したオルターナティ

ブな開発 ･発展の1つとして位置づけられ､地域の内発的な潜在力とサステイナビリティ

ーが強調される｡

沖縄の内発的発展の研究については､宮本憲一らの総合的研究である 『沖縄 21世紀の挑

戦』に触れないわけにはいかないだろう｡久場政彦やガバン ･マコーマックなど沖縄や外

国の研究者を含む碩学による学際的研究で､沖縄の持続可能な発展のために復帰後の沖縄

の政策を検証し､さらに今後の沖縄政策を検討 したものである｡(宮本 ･佐々木 [2000])

米軍基地撤去､基地依存経済からの脱却を基本に沖縄の内発的発展とサステイナビリティ

ーの可能性を提案しているが､基本的にはソフ トランディング路線である｡これまでの沖
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縄の開発主義的な発想とは対立する議論ではあるが､｢所得の増加｣｢格差の是正｣からの

呪縛は解けず､真のオルターナティブには至っていないと筆者は考える｡

これに対 して､ボランニーをその源流とする経済学主義批判の立場からの松島泰勝の主

張は傾聴すべきものがある｡彼は､

｢琉球の開発計画は､歴史性を喪失 した経済学を理論的基盤においている｡ このまま

貨幣経済を最優先する開発計画が実施され続けると､経済が琉球社会のすべてを飲み込む

まで拡大するだろう｡すべてのモノが価格をもつようになり､人間は市場の奴隷となり､

自然や生活が切 り売りされ､それらの価値も減少 していくだろう｡｣(松島 [2006])

と論 じ､社会が経済に埋め込まれたことに警告を発 したうえで､沖縄の人々による内発性

を生かした開発 ･発展のあり方を提唱している｡この発想は､沖縄のオルターナティブな

開発 ･発展の方向性を示唆 していると筆者は考える｡

ll-2 沖縄総合社会調査 2006

次に､琉球大学社会学研究室が 2006年 11月-2007年 2月に実施 した､｢沖縄県民の生

活 ･福祉 ･社会意識についてのアンケー ト｣(沖縄総合社会調査､対象者 1640人､有効回

答者数 885人)のデータから沖縄の開発や発展のあり方についてたずねた部分を抽出し､沖

縄の振興開発や環境保護についての県民の意識を分析 しよう｡

まず､｢これまでの開発で沖縄は良くなったか｣とたずねたところ､｢どちらかというと

良くなった｣の 63,6%も含めると､回答者全体の 79,4%は開発によって沖縄は ｢良くなっ

た｣と考えている｡｢悪くなった｣(｢どちらかというと悪くなった｣を含む)との回答は 17.7%

である (図 11･1)0
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男女別では､男性の方が ｢良くなった｣との回答が 18,3% と女性の 13.4%を 5%近く上

回っている｡年代別では､男性では上の年代ほど ｢良くなった｣と考えており､若いほど､

とりわけ新規に職を求めることが多い 20代で ｢悪くなった｣と回答している｡女性では男

性ほど年代による傾向がみられず､｢仕事をしないといけない｣という男性のジェンダー規

範が影響 していると思われる (図 11･2)0

申沖縄県民や沖縄企業
による開発

田園や県の補助金による
開発

団県外企業による開発

口海外企業による開発

68･8% □無回答

図 11･3 沖縄にとっての望ましい開発の担い手(N=885)

｢沖縄にとっての望ましい開発の担い手｣については ｢沖縄県民や沖縄企業｣ (68.8%)

｢国や県の補助金による開発｣ (21.0% )､｢県外企業｣ (5.2% )､｢海外企業｣ (2.3%) の順
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とな り､対象者の多くは､沖縄の担い手による開発を志向 しているといえる (図 11-3)0

男女別では､男性の方が ｢国や県の補助金による開発が望ましい｣との回答が 23.3%と

女性の 18.8%を 4.5%上回っている｡年代別では､男性では 20代に海外企業による開発を

望む声 (6.0%)があるものの､年代による大きな差はみ られない｡一方､女性では､若い

女性ほど ｢国や県の補助金｣ではなく ｢沖縄県民や企業による開発｣を望む声が多くなっ

ている (図 11-4)0

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8沖縄県民や沖縄企
業による開発

口国や県の補助金に
よる開発

国県外企業による開発

C]海外企業による開発

□無回答

図 11-4 沖縄にとっての望ましい開発の担い手 性別 ･年齢別(N=885)
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環境と開発に関して､｢A､経済発展のためには､自然環境をある程度犠牲にしてもやむ

を得ない｣(経済発展派)と ｢B､自然環境を守るためには､経済発展をある程度犠牲にして

もやむを得ない｣(環境派)という2つの意見のうち､どちらに自分の考えが近いかをたずね

た質問では､各年代とも ｢どちらかといえばBに近い｣という回答が一番多い回答となっ

た｡｢Bに近い｣を合わせると､経済発展派- ｢どちらかといえばAに近い｣および ｢Aに

近い｣(32,4%)-よりも環境派 (64.3%)の割合が高い結果となった (図 11-5)0

男女別では､男性は経済発展派が 37.1%と､女性 (29.9%)を上回っている｡年代別で
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は男女とも年代が上がるにつれて ｢Aに近い｣という経済発展を特に重視する人々の割合が

高くなり､特に女性で年代との相関一若年層は環境派､中高年層は経済発展派-が強くな

っている (図 11-6).

次に､環境に配慮 した買い物(電化製品)について､｢A.環境-の配慮は特になくても､

安いものを買う｣(現実派)｢B.値段が高くても､環境に配慮したものを買う｣(環境派)と

いう2つの考え方のどちらに近いかをたずねた｡各年代とも ｢どちらかといえばBに近い｣

という回答が多くなり､環境派 (53.7%)が現実派 (44.5%)を上回った (図 11-7)0

男女別では男性の 17.2%が ｢Aに近い｣と回答しており､女性の9.2%を大きく上回って

いるのが注目される｡｢どちらかといえばAに近い｣を含めた現実派は男性で50.4%､女性

で 38.9%である｡年代別では男女とも若いほど現実派の割合が高く､年代が上がるにつれ

て環境派の割合が高くなる｡男性 20代では52.4%､30代では55.6%が現実派であるが､

女性は50代では70.5%､60代では78.3%が環境派である (図 11-8)0

調査時点(H18.12-H19.2)からみて過去 5年間の暮らしの向きの変化をたずねた質問で

は､回答者全体の40.1%が ｢変わらない｣と回答している｡ただし､｢どちらかといえば良

くなった｣｢良くなった｣と肯定的に感 じている人は合わせて 20.5%､｢どちらかといえば

悪くなった｣｢悪くなった｣と否定的に感 じる人は合わせて38.1%となっており､暮らし向

きに変化があったと感 じる人の中では､悪くなったと感 じる人の割合が高くなっている (図

ll-9).

男女別では､男性が ｢良くなった｣､｢どちらかというと良くなった｣との肯定的な回答

が 18.0%であるのに対して､女性では 22.8%となっており､男性の方がより切実に感じて

いるようである｡年代別では男女とも若いほど肯定的な回答が多く､年代が上がるにつれ
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て否定的な回答が多い｡50代では男性の 17.6%､女性の 15.8%が ｢悪 くなった｣とはっき

り回答 してお り､リス トラや給料のカッ トなどがこの年代を直撃 したと考えられる (以上､

図 11-10)0

沖縄の未来に対するイメージをたずねた質問では､｢どちらかといえば明るい方だと思

う｣とい う回答が 55.3%と 5割以上となってお り､楽観的な回答 (60.2%)が悲観的な回

答 (37.4%)を大きく上回っている｡回答者の多くは沖縄の未来に対 し､明るいイメージを
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もっているようである (図 11-ll)0

■とても明るいと思う

ロどちらかといえば明るい
ほうだと思う

因どちらかといえば暗いほ
うだと思う

ロとても暗いと思う

ロ無回答

図 11-11 沖縄の未来イメー ジ(N=885)

男女別では ｢とても暗い｣が男性で 6.9%とやや目立っ (女性は 3.8%)ほかはほぼ差は

ない｡年代別では上の年代ほど悲観的な傾向があり､女性はよりその傾向が強い｡特筆す

べきは 20代､特に男性で ｢とても明るい｣と ｢とても暗い｣に分散する傾向があり､格差

社会の中で就職活動や非正規雇用の問題でつらい思いをしている若者が多いことが原因と

なっていることが考えられる (図 11-12)0
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沖縄の開発や発展についてであるが､沖縄の人々は復帰後に国が進めてきた開発のあり

方によって沖縄は良くなったと楽観的に考えている｡一方で､資本力や政治力の圧倒的な

差があるにもかかわらず､開発の主体は沖縄県民や沖縄企業であるべきだと考えている｡

この 5年間の暮らし向きはあまり良くなっていないと考えているが､沖縄の将来のイメー

ジはどちらかといえば明るいとここでも楽観的に考えている｡この楽観的な考え方は､こ

れまでの状況が作り出した事大主義(自主性を欠き､勢力の強大な者につき従って自分の存

立を維持するやりかた)の現われと見ることもできよう｡

開発 ･発展と環境との関係では､理念としては経済発展よりも自然環境を重視するもの

の､電化製品の購入のように実際の消費行動になるとより現実的な選択をしてしまうよう

で､サステイナビリティーについては懸念される｡性別との関係では､男性の方がより経

済的な豊かさを重視し､女性は環境や心の豊かさなどの側面を重視する傾向にあるようで

ある｡年代との関係をみると､若い人ほど自然環境を重視するという理念をもっているも

のの､実際の消費行動で考えると上の年代ほど環境-の配慮があるという結果が出ており､

楽観的な県民性も含めて若者の行動がやはり懸念されるのである｡

ll-3 2000年北谷 ･読谷調査との比較

ここでは､2000年に琉球大学社会学専攻の ｢社会学実習｣において行った沖縄のサステ

イナブルな開発と発展に向けての調査をもとに分析したい｡(鈴木 [2005])

事例として選択 した地域は､沖縄本島中部の北谷町と読谷村である｡それぞれの自治体

から2つの地区 (旧市街と新市街)を抽出し､サンプル調査を行った(有効回答数:499)｡こ

の2つの地域は､沖縄の中でも自治体を中心にした個性的なまちづくり･むらづくりを行

っており､開発 ･発展の方向性も異なったものとなっている｡北谷町は ｢アメリカンビレ

ッジ｣という複合的な商業 ･娯楽施設を展開し､外からの資本を積極的に受け入れて資本

主義的な発展を進めていくという､いわゆる ｢外発的｣な発展を強く打ち出している｡こ

れに対して､読谷村は反戦平和の活動が著名であった山内徳信元村長をキーパーソンに､

紅いもや伝統工芸を中心とした ｢文化｣にこだわった村の特徴を打ち出すという典型的な

｢内発的｣な発展を打ち出している｡このような二つの開発 ･発展の方向性は､今 日のま

ちづくり･むらづくりの典型的なパターンでもある｡

北谷町は､基地返還後の開発 ･発展の一つのモデルとなっている｡その代表が美浜地区

で､ハンビー､アメリカンビレッジに隣接 したニュータウンにその多くの住民が居住 し､

対象者もそのほとんどがニュータウンの住民である｡他市町村からの移住者が多く､那覇

を中心とした町外-の通勤者も数多い｡謝苅地区は北谷町の旧市街にあり､米軍基地に土

地の大部分を接収された同町民が細い路地の間にひしめき合 うように居住 している｡居住

年数は長いが､やはり町外-の通勤者は多い｡

これに対して､読谷村は宮本憲一の研究グループをはじめ多くの研究に取りあげられた

ように典型的な内発的発展を指向する自治体である｡(宮本 ･佐々木 [2000])ここも､米
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軍によって多くの土地が基地として接収されているが､｢闘う｣読谷村として反戦 ･平和を

旗頭に独特の内発的な発展を模索してきた｡渡慶次地区はその中心の一つをなす地区であ

り､｢平和｣｢地域文化｣｢ゆいま-る｣などをキーワー ドとする地域コミュニティが強固で

ある｡自治会の役割もかなり重要なものとなっている｡読谷村内で他の地区に移住 しても

自治会所属は渡慶次地区のままという例に見られるように､その凝集性は非常に強い｡共

有財産としての軍用地が大きな要因となっているのである｡大添地区は共有財産として軍

用地がなく､また村外からの移住者が多いため渡慶次地区とは全く様相が異なる｡国道 58

号線に近く､村外-の通勤者も渡慶次地区に比べて多くなっている｡

北谷 ･読谷の2つの自治体の住民たちは､理念の異なったそれぞれの自治体が主導で進

めてきた地域の開発 ･発展のありかたを､ある程度は肯定的に受け入れているものの､ま

ちづくり･むらづくりの方向性には違和感をもっていることが調査から明らかになった｡

北谷では､生活は便利になったものの環境問題や伝統的文化の衰退､新旧住民のギャップ

といった筆者がタイの調査で経験 したことを追体験するような状況が生じた｡一方､読谷

村では ｢文化｣や ｢平和｣で食えるかという不満がくすぶっていた｡内発的発展の成功例

とされているが､人々の心の中にタイの実践例のような深いオルターナティブな発想は浸

透 していないと感 じられた｡このような状況を考えると､沖縄の ｢サステイナブルな開発 ･

発展｣の現状と方向性は大きな問題をはらみ続けているアポリアといえよう｡

この2つの自治休において､2000年の調査で前節と同様の質問を行っている｡まず環境

と開発に関する質問(間 47)では､経済発展派が 29.1%､環境派が 70.9%となっていた｡ま

た､環境に配慮した買い物についての質問(間 48)は､現実派が 30.2%､環境派が 69.7%と

なっていた｡2006-7年の調査と比較すると､2006･7年の方が経済発展派がやや(3%ほど)

増え､環境に配慮した買い物については現実派が 15%近く増えている｡

北谷 ･読谷の調査から6年たって暮らし向きがやや悪くなったことと､対象地区が開発 ･

発展のモデルとなるような 2地区と沖縄県中南部という違いがあり､このような結果にな

ったと推測されるが､やはりサステイナビリティーには問題があると言わざるを得ない｡

小括

復帰 35年県民世論調査(5月 8日琉球新報)の結果では､｢本土に復帰 したこと｣について

は ｢とても良かった｣(43,0%)､｢どちらかといえば良かった｣(39.3%)沖縄が本土復帰し

てから良かったと思うこと｣については､｢道路や橋､港湾などが整備された｣(50.3%)､

｢本土との交流情報量が増えた｣(46.1%)が多く､｢逆に悪くなったと思うこと｣について

は ｢自然破壊が進んだ｣(46,3%)､｢失業者が増えた｣(31.3%)が多くなった｡そして ｢国

や県に今後､特に力を入れて取り組んでほしいこと｣については｢社会福祉の充実｣(37.6%)､

｢米軍基地の整理縮小と跡地利用｣(33.2%)､｢観光産業の振興｣(28.8%)､｢自然環境保全

の充実｣(28.6%)となり､｢沖縄と本土との格差｣については ｢変わらない｣(40.5%)､｢逆

に拡大したと思う (28.0%)､｢縮まったと思 う｣(26.3%)となった｡復帰してよかったも
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のの本土との格差は縮まらず､基地､自然破壊､失業の問題の中で観光を中心とした産業

をいかに振興させていけばいいのかという､換言すれば開発 ･発展はどのような道をいけ

ばいいのかという県民の悩みがみてとれる｡

大城常夫の ｢一定の生活水準があるならば所得水準の格差は問題ではない.沖縄の水準

も世界的に見れば先進諸国の平均以上だ｡｣(琉球新報 2007年 5月 15日)という議論は沖

縄の格差問題を脱構築する可能性を秘めているが､さらに押 し進めて ｢皆が食べていける

のなら､中心である東京や日本本土との比較はしない｣と考えられるようになれば､松島

泰勝が懸念するように経済に絡み取られることもない｡基地の受け入れによる ｢アメ｣も

政府-の依存も必要ない｡周辺が中心に疎欄されることなくサステイナビリティーを保持

するためには､このような発想でオルターナティブな開発 ･発展を模索すべきである｡東

南アジア (タイ)から学び､ともに実践することはそのためのヒン トをつかむことでもあ

る｡
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