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はじめに

研究代表者 金城宏幸

J6:昔は.平成 J7年～平成 L9年度の日本学術振升全科乍研究身柄助金を得て実施された

研究 r沖縄社会の越境的ネットワーク化とダイナミズムに関する研兜｣の鞭告Vである.

これまで沖縄の人々の爪外/海外-の移動に帆する様々Ij:研究プロジェク トが'R施され､

上として移民-5-の実敗訴塵や県人会などの細j#化と活動､沖縄脈人 ･鼎系人の県文化-の

剛 ヒと適応の様態などに関 して解明がなされてきた.本研究ではこうした研究の苫横を踏

まえつつ､さらに.世界各地に形成されてきた沖縄系コミュニティの附で近年見られるよ

うになった国境を越えたネ ットワーク化の肋さに昔日し,その様態の把捉と.それにより

再辞成され掛る新たIL社会空間としての r沖縄ネットワーク社会Jという可能性について

鞍要を捉えるべく､乍際的な扱座での■兼と解釈を洪みた.

各研究分粒4'がそれぞれの課題 とアブ17-チで研究Dl丘を架推してきたが､特に2006年

10月に r萌4lpl世界のウチナーンチュ大 会Jが榊催されたのを好根と捉え､肝界各地から

事典した約 5.0009.のウチナーンチュ (沖親鼎系人)に対する rアンケー トZI亜Jを同研

究チームの並点プロジェク トに位正づけ､入会実行委員会 (沖純県)との姓惟ICX･施した.

小さな伽 こルーツを持つ多国帝の人々が.グロ- パルなアイデンティティを横瀬するかの

ように､大海を越えて.これほどの規模で歩如し安雄するというイベン トは､他に類を見

ないユニー//なbのであり.定鹿的訓虎の忠誠があると判断したのである.現在ウチナー

ンチュと称される人々の多文化的 ･多諸富紳)な状況を軌嵐し､調査班を L13指 (日本語 ･

炎箔 ･スペイン砧 ･ポル トガル語)で作成 して約 5.000名の参) ) LI廿に同的配布し.ウチナ

ーンチュ大会-の評価や爪系人の峻喋的なネyトワーク活動/i:どに附してPl圧されたのは.

過去に例が/1い談みであった.

フィール ドgI衣については､県人会活動が活発で rウチナー/ナユ大 会｣-の歩hElGも

多い米国のカリフォルニア州やハワイ州を中心にfTい.各研究分担41の腎fl収典やtVlき取

りDI立をもとに.3年rlqで合計 15回の研究会を'RJEした その他.雨 粒地域ではペルーに

おいて県系人にgZ&■丘を行い.アジア地域ICはフイiIビンと香港において朋き取りaT盛

を実施した.

この研究を適して､･挽Jzは.地域間 (沖縄.r1本､北米､南米.tk僧アジア)で悦越し

合う沖縄什会あるいは沖純系コミュニティと.その越境的なネットワーク捕劫とい うもの

に対して､ 定のデータと知見を得ることができた そして､同研究グループが成果報告

鹿をまとめるl一打に.-r ンケー ト調Rなどにごtaノ)いただいたU.t系人の怖さんに成牡を遭Jt

すべく､現地 (ロlJンゼルスとハワイ)｢日日F'･JL､て)'R火報告会を'R施 したことは糎めてイ(



舌鼓であった.英誌版の報告さを用斉しで兵話でプレゼンテ-ンヲンを行ったことは県人

会のJJ々 にt,歓迎され､多敦の*加者のt,とで活発に交わされたT疑打等の中に.今後の

研究に大いにさ考になるような鹿見や秋用も振起された｡

今後,こうしたグロー′(/L,fLネ yトワーク化にE均して引き絞き横山が進められ､沖縄系

コミュニティの立地する地域 (沖托､日本.北米.南米.7ジアなど)による文化的基兄

や共通性､ルーツの中心地にいる沖縄県民の意B､さらには移民百周年を越えつつある海

外の主要な沖A系コミュニティにおいて如何なる射 ヒが到来するのか.などについて空な

る研兜が必要となろう.同時に.こうした沖縄社会の特殊性に槻する研究は.多民族的 ･

多文化的な状況の進展と並行して政界的規模で広がる人々のネットワーク化の分帆 =r1.1け

て､新たな′くラダイムの捕集に常する可能性を含むものである.

なお.本プロジェク トの推漣にあたっては.邪 4回世界のウチナーンチュ入会実行委艮

会を始め､国内及び海外の県人会や県系人田件.そしてアンケー トに回答してくださった

多数のrnl併せの皆様のご魅力を仰ぐことができた｡ここに紀して感即の意を申し述べたい.
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