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本研究は、沖縄に県外より移り住んできた移住者が、沖縄の社会やコミュ

ニティにどのように適応していくのか、その適応プロセスについて、移住者

のソーシャルキャピタルの観点、から検討していくことを主目的とした。移住

者26名に対する面接調査の結果、移住者は、沖縄のコミュニティ内において

社会参加したり、ネットワークを形成していくなど、ソーシャルキャピタル

を獲得していくことで適応を促進させることが明らかになった。特に、移住

者が沖縄において形成するネットワークには機能差があり、ウチナーンチュ

とのネットワークは、移住者が沖縄の文化に同化したり、沖縄アイデンテイ

ティを獲得するために必要なものであるのに対し、本土出身者とのネット

ワークは、移住者が適応の過程で感じる様々なネガテイプな出来事や感情を

緩和させるのに有効であることが示された。

キーワード:

移住者、適応、ソーシャルキャピタル、ネットワーク、社会参加

1 本研究は、文部科学省科学研究費補助金(若手研究B:移住者と地元民のソーシャ
ルキャピタルを醸成するコミュニティ要因の検討(課題番号24730511)、研究代表
者加藤満三、および研究活動スタート支援:コミュニテイにおける地元出身者と
移住者の交流に関する異文化関心理学的アプローチ(課題番号24830115)、研究代
表者前村奈央佳)の助成を受けた。
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{問題1
1990年代後半から2000年代前半のいわゆる「沖縄ブーム」もあり、沖縄で

は、県外から移住してくる人が増加した。他都道府県から沖縄への転入者数

の推移をみていくと、 1995年以降、毎年約2万5千人が沖縄へとやってきてい

る(総務省労働局.2013a)。ただしこの2万5千人のすべてが移住者というわ

けではなく、本土に行っていた沖縄出身者が戻ってくるUターンや一時的に

転勤できた人なども含まれる。またこの2万5千人には含まれないが、住民票

を移さずに沖縄に来る人もいる。そういった意味で、実際にIターンという

形でやってくる移住者が毎年どのぐらいいるのかについては、正確に把握で

きていないのが現状である。ただしこのように実態は明確ではないものの、

移住者の数は少なくはないだろうし、仮に数千人という単位であっても、一

地域における現象(しかも大都市圏でない)としては小さな規模ではない

し、社会に与える影響も決して少なくない。

ただし人口動態におけるもう一方の現象である転出もあわせて考えてみる

と、移住における別の側面も見えてくる。沖縄から県外への転出者は、同じ

く1995年以降でみると、おおよそ2万3-4千人の間で推移している。転入者

と転出者の差から算出される転入超過率は、 1995年からの18年間のうち、

転出者の方が多い年が5年間ほどあるものの、基本的な傾向としては転入者

の方が多く、沖縄県の社会増減としては増加傾向にある。とはいえ、県外へ

の転出者もかなり多い。この転出者には、進学や就職なと守で本土へ移動する

沖縄の人が多数含まれているが、中には、せっかく沖縄に移住してきたに

もかかわらず、 「沖縄の壁」にぶつかり (AERA.2004)、沖縄の社会やコ

ミュニティにうまく適応できずに、本土に戻っていく人たちが少なからず存

在する。移住者の実態が正確に把握できていないため、その実数を示す公的

な統計的資料は探す限り見あたらないものの、例えば沖縄移住支援センター

(2008)によると、 11年で8割の人が戻っていく」とも言われている。

現在、地域主権・地方分権が推進されていく中で、地域が自らの健全な持
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続可能性(例えば地域の財政や活性化など)を維持・向上させるためには、

地域に人を呼び込み、とどめること(定住人口の増加)が必要不可欠である

(例えば小林，2009)。しかし、今後日本全体として人口の減少が明らかな

中で、自然増加による定住人口の増加を見込むことは難しく、個々の地域と

しては、社会増加を図らざるをえない20 その時、移住者は地域にとって重

要な存在となる。また外部からやってくる移住者は、地域にそれまでなかっ

た新たな考え方や活力をもたらしてくれる可能性もある3。そういった意味

でも、移住者を活用することは地域にとって望ましい面も多く、いかに移住

者を増やし、定着してもらうかが、地域にとって重要な課題になるだろう。

本研究ではこの課題のうち、移住者の定着にかかわる問題として、移住者

の沖縄社会やコミュニティへの適応にどのような要因が影響しているかにつ

いて、心理学的な観点から検討・を行っていく。

これまで心理学の分野で、人々の移動と適応との関連については、主に異

文化間心理学や、地域移動に関する社会心理学的研究によって、検証が進め

られてきた。例えば異文化問心理学では、個人が異文化と接触したときに感

じるカルチャーショックや、そのカルチャーショックから異文化に適応す

るまでの心理的プロセスなどが検討されている。例えばOberg(1960)のU

カーブ仮説によると、異文化に移動した文化移動者は、まず「ハネムーン

(新しい環境に魅了され幸福感の高い興奮状態の時期)をむかえ、次に「危

機(カルチャーショック)J (新しい環境の欠点が見え、欲求不満、不安、

怒りを感じる時期)を経験し、そこから「回復J (危機を解決し、新しい環

境で物事を獲得していく時期)をし、最終的に「適応J (新しい環境に楽

しみを見出し、自信を持つようになる時期)に至る、とされている。また

Adler (1975)は、異文化に移動した個人の移行体験として、 「異文化との

2 このことが過疎や過密など、人口の地域間格差を生み出す一因になるが、この問題
については本稿では取り上げない。

3 これは、本土出身者の考え方や新しい考え方を、無条件に肯定的であるということ
を意味するのではなく、社会構成主義的に、ウチナーンチュと本土出身者の考え方
が相互作用することで、新しい価値や知識が創造されうるということである。

-113-



琉球大学法文学部紀要人間科学第 31号 2014年3月

接触」から「自己崩壊J、 「自己再統合」、 「自律Jを経て、 「独立」に

至る5つの位相を明らかにしており、それぞれの位相において生じる現象に

ついて、認知、感情、行動の各側面から特徴を記述し、解釈している(表

1)。

表1. 異文化への移行体験の諸相

盈担 盟組直 亙重重 丘監亙 盤盟E
ー ー ， 新しい環境を自主化から分離したものとしてみる.心理的

問酔的経験。拠文化に興刺激され、遊び気分Lな 自文化L適した打動をす ド用意がないため典文化と自主化の相違点は除外視さ
る。新1-'ものを姥見した る。異文化に興味を示す固 』

異文化との聴を示す。個別的に知覚 れるu 共通点は自主化における自分の地位、世割、アイ
接触 する. 喜びの相違点よりも共通点自信を持って行動.印乱 デンティティを保持するために合理化された形でIS知さ

に関心を示す。 主義的な行動に走る。
れる。自分の行動を正当化する.

文化的差異に圧迫され、自噂心を央うことを恐れる.自主
両文化の相違点が目に付混乱、西虫、とまどい、国 師うつ的、ひきこもる。強い化とのつながりや、自主化による心理的安定を先うことを
き始め、強い印象を畳け +ームンツクtーなるn 時張!I;れる回新しい文化での手がかりを見損ない.期待されて

自己崩壊 る目見文化的現実が選別 立、無感動、孤組、不全感とiフラストレ-:..--!ョンが増えいる社会的世酬を予測できない。陣外感を感じ拍め、不
などにみたされ品

できなし% 。 る。 適応体験によりアイデンティティとパーソナリティ面に脅威
を感じる。

一般化、評価、批判的態 怒り、激車、神経過敏、不畦思的、敵意的、排他的、好き瞳いの先入慢により拙文化を拒絶する傾向がある.
自己再統合 J止などにより文化的差異を快、フラストレーンョンを示油断的、拒否的傾向が目 強い代慣行為、自己主張的行動が目立ち、同時に、順

自律

独立

認めなくなる す。 立つ固 応するための自毒事心が成長する。

文化的韮晶と共通点を正 リラックス、 I且和、共感的. 自制力、自{昔、白.¥7.性が 異文化社会における生活の対人関係面、首脳而におい
当と飽める。防衛的聾勢が現地人を受け入れ非雷 出てくる。異J(jヒの生掃にて対<tできるようになるa草異に対処し、新しい体験を東2fなる。感受性出出てく 説;γヶーシ吋し鵬んだ首動をとる。 り越える能力に自{脚つくB 柔軟性格が強まる。

社会的、心理的、文化的蓋異が畳け入れられ.生活を楽
文化的謹晶と共通点が正現地人的fa閣を畳ける. ー
しく評価され、独立的にな費情、ユーモアなど‘感情より表現的.創造的、自己しむ」とができる.遊択力がつき‘責任ある行動が生まれ

実現的になるa る。異文化での意義を見出す。持来の帯行体験を有益な
るが、孤立しない白 面でやりとりする.

ものとすることができる.

A，iler(l亘75)鈴木(2而2)より抜扉

そしてこの文化移動者の適応には、個人的要因として、異文化対処能力

(山岸・井上・渡辺，1992) やソーシャルスキル(田中，2000) 、パーソナ

リティ特性(孫，2009) などが影響を及ぼすとされている。また社会的、

環境的要因として、ソーシャルサポートやソーシャルネットワーク(田

中，2000) 、対人関係(James，2007) 、偏見や差別(鈴木，2012) などが影響

を及ぼすことが明らかにされている。

一方、地域移動に関する社会心理学的研究では、個人の地域移動を促進・

抑制させるミクロ(個人) ・マクロ(社会)要因の検討や、地域移動の帰結

として、ミクロ・マクロレベルでどのような影響が生じるのかについて検討

がなされてきた(例えば石黒，2013) 。このうち、本研究で検討を行う移住

者の適応は、地域移動後に生じる個人レベルの問題であり、上記で言えば、
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地域移動のミクロレベルの影響に該当する。

この地域移動による個人レベルでの心理的影響として、ホームシック

(ホームシックネス)がある。ホームシックとは、 「故郷を離れ新しい環

境になじめずにいる人に生じる苦悩の状態を表し、一般的に抑うつ気分

と様々な身体上の訴えが伴う故郷に対する強い思慕の念J (Van Tilburg， 

Vingerhoets， & Van Heck.1996)であり、精神的健康なども含め、適応に

とって望ましくないことが明らかにされている。このホームシックを生じさ

せる要因には、喪失やライフスタイルの変化、コントロールの減少、役割と

自己概念の変化、過去と現在の葛藤 (VanTilburg， et al..1996)などがある

が、この中でも特に喪失や変化として、社会関係(の喪失や獲得)の影響が

大きいことが明らかにされている (Paul& Brier， 2001など)。

以上のように、異文化関心理学でも、地域移動に関する社会心理学的研究

においても、移住者(文化移動者・地域移動者)の適応にとって、社会関係

やソーシャルネットワークが重要であることが指摘されている。ただし、移

住者が移動した地域において形成する社会関係やネットワークは、 1対1の対

人関係だけでなく、移動した先の職場や大学、さらには地域コミュニテイ内

に存在する様々な集団や組織を通じても形成されるであろう。このような移

住者が持ちうるネットワークや、社会的な集団・組織への参加(社会参加)

は、ソーシャルキャピタル(社会関係資本) (Putnum.1993) 4として位置付

けられる。これまでソーシャルキャピタルに関しては、犯罪の減少や教育の

向上、健康の増進、経済発展などコミュニティレベルでも個人レベルでも、

ポジテイプな効果を持つことが明らかにされているが(例えばKawachi.

Subramanian， & Kim，2008;高木・辻・池田，2010など)、上述の異文化間心

理学や地域移動研究の知見より、沖縄の移住者の適応においても、ソーシャ

ルキャピタルが有意な効果を及ぽすと考えられる。本研究ではこのソーシャ

4 より正確には、社会関係資本は、「人々の協調行動を活発にすることにより、社会
の効率性を高めることができる『信頼』、『規範j、『ネットワーク』といった社会組
織の特性Jと定義されている。

-115-



琉球大学法文学部紀要人間科学第31号 2014年3月

ルキャピタルの有無、具体的には移住者が沖縄のコミュニティにおいて形成

しているネットワークや社会参加の有無が、移住者の適応に及ぼす影響につ

いて明らかにしていく。

ここで改めて、沖縄の移住者を研究対象として取り上げる学問的・実践的

意義について述べておく。例えば、従来の異文化関心理学との相違でいく

と、これまでの異文化関心理学では主に異文化として外国文化が扱われてき

た。外国文化であれば、習慣、社会制度、言語、宗教、人種・民族など移住

者が直面する文化的差異は非常に多岐にわたる。しかし本土からの移住者と

いうことであれば、確かに沖縄には、エイサーやシーミー、沖縄民謡などの

独自の文化があり、移住者はこの側面において相違を感じものの、社会制度

的には同じ(日本の)政治的・経済的システムであるし、言語的にも琉球方

言はあるが、日本語を使ってコミュニケーションがとれる。つまり外国文化

に比べ、相違点の少ない(共通点の多い)異文化間接触ということである。

しかし相違が少ないからといって問題が小さいわけではない。例えば一度で

も都道府県レベルで移動したことのある人が49.9%いるように(国立社会保

障・人口問題研究所，2013)5、現在、この相違の少ないタイプの移動(県外移

住・圏内移動)をする人は数多くいるし、その中には、先述の「沖縄の壁J

のように、移動した地域に溶け込めず、不適応を起こす人も少なくないだろ

う。すなわち、県外移住(囲内移動)は、多くの人が経験する異文化間接触

であり、そこにおける適応プロセスを検討することは、現在的に重要な課題

であると考える。

一方、地域移動研究という点から言えば、従来、地域移動は、地方から都

市への移動という枠組みでとらえられることが多かった。なぜなら、地域に

はアクセスできる資源に格差があり、地方に比べ資源が多い都市には、資源

の獲得を目的としてより多くの人々が移動するからである(石黒，2013)。

では沖縄はと言えば、例えば経済・就労状態(物理的資本)については、都

同調査において、外国での居住経験 (3か月以上)のある人は 3.9%に過ぎない。
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市だけでなく、本土全体と比べても沖縄の方が悪く 6、教育面(人的資本)

でも沖縄はこれまで全国学力・学習状況調査で最下位(国立教育政策研究

所，2013) に甘んじている。つまり、県外から沖縄への移動は、流れとして

は都市から地方(ないし地方から地方)への移動であり、資源獲得の点から

言えば、むしろ獲得が難しい方への移動である。また沖縄の移住者の中に

は、 「人生のリセット」ゃ「生活や生き方の転換」など、もう一つの人生を

求める『ライフスタイル移民Jがいるが(須藤，2010)、このようなタイプ

の移住にとって、資源の獲得は二の次である。すなわち、沖縄への移住は、

従来の地域移動研究で扱われてきた、 「地方→都市」とは異なる移動形態で

あり、この移動形態でも、移住者の適応にソーシャルキャピタルが同様の効

果を持つのかを検討することは重要であるだろう。また都市では、そこに在

住する人の多くが移動してきた人であるのに対し、沖縄の場合、沖縄が出身

で長期間沖縄に居続けている人も多く、その中では濃密な人間関係が形成さ

れている。つまり、移動先の社会・コミュニティにおける人間関係の様相が

異なっており、都市ではお互いが移住者同士というのも少なくないが、沖縄

では、沖縄人と本土出身者が、それぞれ「ウチナーンチュJと「ナイチャーっ

といった表現に見られるように、一種の区別も見られる。沖縄において、本

6 失業率については、沖縄が2012年6.8%(それ以前の9年間は 7%台で推移)であっ
たのに対し全国平均は 4.3%であった(総務省労働局，2013b)。原用状況に関しては、
沖縄の有効求人倍率が2012年0.42倍(過去 10年間0.31-0.45倍の間で推移)で、あっ
たのに対し、全国平均は 0.82倍であった(厚生労働省，2013a)。最低賃金についても、
20日年 10月時点で沖縄が664円であったのに対し、全国平均は 764円であった(厚
生労働省，2013b)。所得についは、沖縄の 2010年度における一人当たりの県民所得
が2，025(千円)であったのに対し、全国(一人当たりの国民所得)は 2，729(千円)
であった(内閣府 .2013)。このように沖縄の経済状況は客観的にも厳しい。

7 rナイチャーjという表現は、ニュアンスとして良くない(野里 .2009)場合もある
が、本土出身者自らが自分たちのことを表現する時に使用することがある。そのた
め本研究では、調査対象者自身の語り・発話部分で用いられた、「ナイチャーjと
いう表現に関してはそのまま使用する。ただし、学術的な表現としては一般的でな
く、適切さに欠ける恐れもあるため、それ以外の部分に関しては本土出身者と表記
する。なお「ウチナーンチュ」に関しては、これが沖縄の人々のアイデンテイテイ
を表す一般的な表現でもあるため(例えば世界ウチナーンチュ大会など)、そのま
ま使用する。
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士出身者である移住者の視点からネットワークを分析するには、ウチナーン

チュとのネットワークと、本土出身者同士のネットワークのそれぞれ検討す

る必要がある。こうすることで移住者が沖縄で有するソーシャルキャピタル

をより多面的にとらえられるとともに、これらの分析を通じ、移住者が沖縄

のコミュニティに適応し、定着を促すためには、実践的にどのようなアプ

ローチが必要かについて、一つの指針を示すこともできるだろう。

以上の目的・意義を検証するために、本研究では移住者に対する面接調査

を実施した。

[方法1
・調査対象者

県外から沖縄に移住してきた26名。うち男性が20名、女性が6名であり、

平均年齢は33.5歳(標準偏差11.1)であった。調査対象者の平均在沖年数

は、 6.1年(標準偏差3.9) であり、最も短かったのは0.3年 (4ヵ月)、最長

は15年であった。

表2.調査対象者のデモグラフィック要因

翻査対象者 性別 年齢 職業 出身(エリア)居住状態tf121F移住開始年在沖年数帰

A 9)性 3M¥: 自蛍業 九州 tll身 なし 2005 7.5 
B 兇性 4Mt 会社員 北海道 4人 なし 2000 14 
C 男性 50代 学生・大学院生 北海道 2人 なし 20tQ 29 
D 男性 20lt 会社員 関東 '11身 なし 2009 4 
E 男性 30lt 会社員 関西 4人 あり 1998 15 
F 男性 50代 公務員 中部 2人 なし 20tQ 3 
G 男性 20代 公務員 中部 単身 なし 2005 5 
H 男性 20代 会副 tl 関東 4人 あり 2002 12 

9)柑 201': 会社民 関東 I~身 あり 2005 8 
J 男性 2M¥: 会社tl 九州 tll身 なし 2007 
K リj柑 20代 会社員 九州 単身 なし 2007 
L 男性 20代 アルバイト 九州 単身 なし 20tO 
M 男性 20代 噂阿聡 関西 単身 なし 2006 6 
N 日J性 20代 学生・大学院生 中国・附11，単身 なし 20tQ 3 。 k性 20lt 会社員 関西 単身 なし 2012 0.3 
P 男性 20代 学生・大学院生 北海道 単身 なし 2005 7.5 
Q k性 3Mt 自営業 北海道 3人 あり 2005 
R 児性 3Mt 会11貝 !品JJl( tli身 なし 2006 
s 9)性 30lt 無職 中間l 2人 あり 2003 10 
T 主性 30代 l三角，1 関西 6人 なし 2006 7 
U クJt主 20代 会社員 関西 4人 なし 2012 0.5 
V 女性 30lt 会社員 1瑚商 111身 なL 2002 II 、v k性 40lt 公務H 北海道 4人 あり 2007 6 
X !JJ性 60lt 無職 関西 5人 なし 2011 J5 
Y 女性 20lt 会社員 関東 3人 なし 2010 
z 男性 30ft 会社員 lj-I同・問l司 '1I身 なし 2011 

端移住開始年から算出される在沖年散と実際の在沖年散が民tよるところがあるが、これは悶費財鼠者が 旦、到の地慣に格動したりしたためである.
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調査対象者のナラティプ(語り)を解釈するにあたり、その個人のパック

グラウンドとなるデモグラフイツク要因が重要である。個人が特定されない

かぎりにおいて基礎的な情報を列挙すると、職業分布については、自営業が

2名、会社員が13名、公務員(臨時を含む)が3名、学生・大学院生が3名、

専門職が1名、無職が2名、アルバイトと主婦がそれぞれ1名ずつであった。

出身地(エリア)については、北海道が5名、関東が5名、中部が3名、関西

が7名、中国・四国が2名、九州カ宮4名であった。居住状態については単身者

が14名であり、その他は家族などと同居していた。また沖縄に血縁者がいる

かどうかについては、配偶者(沖縄の人と結婚)や父母など、 「ありJの人

が6名であった。居住地に関しては、北はうるま市から南は南風原町までの

本島中南部であり、多くが市部に居住していた(表2)。

・調査方法

半構造化による面接調査によって実施した。調査員は3名(うち2名は訓練

を受け習熟した大学院生)であり、それぞれの知り合いや、その知り合いか

ら別の調査対象者を紹介してもらうスノーボール・サンプリングによって調

蜜対象者を集めた。面接は原則、 l対lの個別面接で実施した。ただし一部の

面接において、 1対2の集団面接 (1ケース)、さらに調査対象者の知り合い

が同席(同席者は調査対象者に含まない:2ケース)する場合もあった。面

接時間は、最短で30分、最長で110分であり、平均で約63分であった。

・調査項目

面接は、以下の項目について尋ねた。

①デモグラフイツク要因

個人の属性に関する要因として、年齢・性別・職業・同居家族・居住地・

居住年数・出身地・沖縄に血縁の有無・移動歴などについて尋ねた。

②移住と適応に関する項目

【移住前の事項]

移住前の来沖経験・移住したきっかけなどについて尋ねた。
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[移住後の事項1

1 )適応状態

現在、沖縄に適応できていると思うか、適応できているとすれば、いつ

頃、なぜそう思うようになったかについて尋ねた。

2)感情曲線

移住者は沖縄の生活の中で様々な活動や出来事を体験し、その中で色々な

ことを感じたり、考えたりする。このような移住者の沖縄での生活史(ライ

フヒストリー)と感情変化を明らかにするために、 「私の感情曲線J (柴

田.1993) をアレンジして用いた。具体的には、調査対象者が移住(来沖)

する直前から、現在(さらに将来的な予測も)まで、移住後の沖縄での生活

の中で生じた感情の変化を曲線で表現してもらった(図1)。その際、 ioJ 

をニュートラルな感情状態とし、上部に行くほど「良い・楽しい・幸福」と

いったポジティブな感情状態、下部に行くほど「悪い・つらい・不幸Jと

いったネガテイブな感情状態を示すことを教示した。またあわせて、感情曲

線が上昇・下降した際の出来事や理由、またそれがいつ生じた出来事なのか

(年)について記載してもらった。なお感情状態と適応の関連について言え

ば、ポジティブな感情変化は個人の主観的幸福度を高め、適応を促進させる

(ネガティブな感情変化は個人の主観的幸福度を下げ、適応を阻害する)と

考えられる。

y主句棺骸 U 

I U'世昂匂4品，τふ、伊司戸『、/、
但向U イ司 ¥ι _/( 

~J .. ~~""'Y 守島4仲
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図1.感情曲線の記入例とある調査対象者の感情曲線
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その後、記入された感情曲線をもとに、より詳細な感情の変化や出来事の

内容について面接で尋ねた。

3) ソーシャルキャピタル

調査対象者の有するソーシャルキャピタルとして、社会参加とネットワー

クの側面から測定を行った。

まず社会参加については、ボランテイアや青年会など何らかの社会集団・

組織に属しているか尋ねた。

次にネットワークに関しては、調査対象者が①沖縄県内に有している友人

数、②住んでいる地域コミュニティ内での友人数、③職場コミュニティでの

友人数それぞれについて尋ねた(①が最も広範なネットワークであり、②・

③はコミュニテイ別のネットワーク)。またそれぞれ友人に関して、ウチ

ナーンチュと本土出身者がそれぞれ何割いるのかについて尋ねた。

以上の質問を行った後、ウチナーンチュおよび本土出身者との人間関係に

どのような相違点や共通点があるか、またウチナーンチュ・本土出身者それ

ぞれとどのような付き合い方をし、さらにそれぞれの付き合いが調査対象者

にとってどのような意味があるのかについて尋ねた。

調査における倫理的配慮:

本研究で設定した面接項目は、個人のプライパシーに関わることを多分に

含んでいる。そのため調査に先立ち、本研究の主旨を説明するとともに、

「調査におけるお約束」として、プライパシー・個人情報の保護に万全を期

すこと、調査中に精神的ストレスを感じた場合には回答拒否や調査を中止で

きることを説明し、調査協力の同意を得てから(同意書に署名)、調査を実

施した。

[結果と考察】

本研究では、質的データの結果の分析にあたり、同時にその解釈として考
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察を行っていく方がより理解しやすいと考えたため、結果と考察をまとめて

行う。最後に全体の総括として総合考察を行う。

1 )移住者の適応状態

調査対象者に、沖縄の社会・コミュニティに適応できているかを尋ねたと

ころ、自己報告として「適応できているjと回答した者(以下、適応者と表

記)は26名中16名であった (6l.5%)。また「合わないこともないJ、 「ま

だ慣れている段階」、 「すこしだけ慣れた」、 「気候風土には適応している

が、人間関係に関してはまだ自信がない」など、ある程度適応しているが、

適応の程度や範囲に何らかの限りや段階を感じている者(部分適応者と表

記)が8名 (30.8%) いた。残り 2名 (7.7%) については、 「適応できていな

い」、 「適応できている感覚はないJなど不適応を示す反応を行った(不適

応者と表記)。

ただし、適応者、部分適応者、不適応者それぞれの中でも、いつ頃・な

ぜそのように，思ったのかは一様ではない。それぞれの中でいくつか典型的なパ

ターンが見受けられたので、調査対象者自身の語りをベースに分類していく。

0適応者

・パターン1:ソーシャルキャピタルの獲得

青年会に入ったとき(移住 1年半後)、「にいにい J と呼ばれて。 (Dさん)

最初からウチナーンチュの人が慕ってくれて色々案内もしてくれた。月を追うご

とに知り合いとか仲間とか増えていく。自分のグループで歌っている。 (Fさん)

来たときはなじめず、水と油みたいな感じで浮いていた。この 5，6年、之工之ニ

ンチュの友達が盟主主L。人との深い交流が始まってようやく。 (8さん)

-パターン2:ウチナーンチュからの受容

沖縄に来て 9年目、観光客と間違われない。空気が慣れている。 (Eさん)

ここ 2年ぐらい、 4年間では是りなかった。生mできている。知り合いもいくら

かいる。ナイチャーだからと言って差別されるようなこともない。 (pさん)

並遡の人にJ受け入れて_'1，らって川亙。 (Vさん)
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-パターン3:移住者自身の特性

どこの生活で弘適応できる自信がある。 (Rさん)

すぐに J思った。言葉遣いなど、これまで同じところで育ってきていないから盟盈L

盤jJiJl車ι。(Vさん)

優初から。そういうプレッシャーがなかった。 (Xさん)

パターン1のように、移住者は、沖縄の中で人間関係が増えたり、何らか

の社会集団・組織に所属したりするなど、地域や職場コミュニテイ内におい

てソーシャルキャピタルを獲得していったことで、沖縄に「適応できてい

る」という適応感を持つことができるようになったと考えられる。また、ウ

チナーンチュとの関係において、差別を受けたり、観光客扱いされるような

ことがなく、ウチナーンチュから受容されていると思うことが、移住者の適

応を高めていた(パターン2)。このウチナーンチュからの受容を、移住者

に対する信頼に基づくものととらえれば、このウチナーンチュからの受容も

ソーシャルキャピタルとして位置付けることができるだろう。

上記のようなソーシャルキャピタルだけでなく、移住者の適応には、移動

歴や生活史を含めた移住者の個人的要因も影響していた。特に異なる文化・

環境一般に対する順応力や適応可能であるという自信が重要であり、このよ

うな特性を持つ個人は、移住の初期段階から高い適応を示した。

0部分適応者

・パターン4:自己視点からの解釈

自分の生活のリズムができた。 (Aさん)

最初 は沖縄に合わせようと思ってがんばってしまっていた。でも一回帰ってか

ら、私はやっぱりナイチャーだし‘私ういいや、沖組の人左違うところがあっ

てもいいやと思って開き直った。 (Qさん)

自分の心の持ちょう。 (Zさん)

-123-



琉球大学法文学部紀要人間科学第 31号 2014年 3月

-パターン5:双方向的視点

本当に沖縄イズムを体得していないと適応できているとは言えない。乏J.tム主主

れて初めて適応しているといえるのかな。 (Bさん)

自然な気持ちでは生活している。難しいけど、別に違和感は感じない。盗J.t込Aι

だかどうかはこっち側と向こう側があるから。 (Gさん)

結構ちゃんとやれてるんじゃないかと思う。ここ 2年ぐらいで。けど端々に北海

道が出てきて比べてしまう。 (Wさん)

適応、者が沖縄の中でソーシャルキャピタルを獲得し、沖縄との結びつきを

強めていく中で適応を促進させていた(パターン1)のに対し、部分適応者

は、自らの視点やベースを維持することで、沖縄との間にある文化的相違に

ネガティブな意味で翻弄されることを防ぎ、沖縄における日常生活を確立し

ていく中で、自己完結的に適応していったと考えられる(パターン4)。

またこの自己視点を重視するパターン4とは対照的に、部分適応者の中に

は、自分が適応しているか否かを、自己視点だけでなく、自分がウチナーン

チュからどのように思われているかという双方向的な視点を重視する人が

いた(パターン5) 。特にこの双方向的視点を持つ部分適応者の場合、ウチ

ナーンチュから受け入れられていることに対して慎重であったり、明確な実

感が得られておらず、このことが彼らの適応感を低下させていたと考えられ

る。このことは、適応者がウチナーンチュからの受容を報告していた(パ

ターン2) のとは対照的であり、もし部分適応者が、受け入れられていると

いう実感を得ることができれば、適応者に移行すると考えられる。また双方

向的ということに関して言えば、移住者は、沖縄と出身地の2つの聞で揺れ

動くことがある。移住者にとって両者は決してオルタネイテイブなものでは

ないが、出身地で、の生活が長かったり、人間関係の拠点が出身地にあったり

など、出身地が準拠枠として成立している場合、その出身地への帰属意識

は、沖縄と出身地にある相違を際立たせ、その比較が適応感を下げると考え

られる。
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0不適応者

不適応者に関しては、データ数が2名であるため、妥当性のある検討を行

うことは難しい。しかし、ケースとしていずれも特徴的であり、適応の阻害

要因を探る意味で示唆を得ることができると思われるため、ここに紹介す

る。

Hさんは、他の移住者と異なり、中学生の時に親の移住についてきた。つ

まり、自ら移住を選択した自発的な移住者ではなく、非自発的な移住者で

ある。 Hさんは、移住後のその多感な時期に、言葉の違いなど多くのカル

チャーショックを経験した。そしてそのような経験の積み重ねから、現在の

語りとして、以下のような適応に対する諦めが見受けられた。

.Hさんの語り

たぶん自分のなかで諦めっていうのがあって。やっぱ最初の転校してきたぽっか

しのときの、カルチャーショックみたいなのが大きくて。最初はすげえ無理して、

方言とか使おうと思ったんですけど、やっぱり体に馴染まない。いくら使ってて

も全然。(中略)もうこれはこれでいこうって決めて。自分のなかで、諦め…ま

あ，_J恒三塁型企三益盛夏並立企主主と。

ただし、 Hさんの場合、沖縄文化に興味を持ち始め、沖縄を再発見してい

く中で、 「慣れてきた」という感覚も生じており、そういう意味では完全な

不適応ではなく、部分的に適応が進んでいるとも考えられる。

一方、 0さんの場合は、自ら移住を決定した自発的移住者であり、むしろ

沖縄の役に立ちたいという強い希望を持って移住してきた。まだ移住からの

期聞が短く、時期的に適応プロセスにおける危機段階にあるとも考えられる

が、このような時間的要因とは別に、出来事をもとに考えれば、他の適応的

な移住者が、ウチナーンチュとの関係を築いていく中で適応を促進させるの

に対し、 0さんはウチナーンチュからのナイチャー批判やステレオタイプ的

な扱いを受けたことで、ショックを受け、そのことが一因となって「適応で

きていない」状態にあった。
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.0さんの語り

「友達作りたいんだったら、方言やめたら。嫌がる人もいるよ」って言われて。

(中略)めっちゃ落ち込んだ。

(中略)

最初、名刺渡したら名前で判断されるんですよ。この人は沖縄の人じゃないとか。

だから、それでやっぱりあんまりよく思つてない人もいるんですよね。私の名前

を見て、本土出身かと J恩って話をする人もいる。(中略)ショックでしたけど仕

事やししゃあないと思って。(中略)でもけっこうそうやって思う人もやっぱり

いるなっていうことは思いましたね。それはこれからずっと消えることのない墜

なんだなと思川、ました。

実際にOさんが受けた言葉にはかなりきついものもあった九このOさんの

ケースは、移住者全般に一般化されない極端なケースの可能性も考えられる

が、後述のようにウチナーンチュからナイチャー批判を受けた移住者は少な

からずおり、このことが適応の阻害要因になっているのも実情である。

2)感情曲線の分析

次に適応と関連して、移住者の来沖から現在までの感情曲線について分

析を行った。分析の方法として、まず調査対象者の感情状態が変化した出

来事や理由について、感情状態をポジテイブに変化させたポジティブ要因

と、ネガテイブに変化させたネガテイブ要因に分けて、それぞれKJ法 (}l1

喜田，1967)によって分類を行った(分類は2名で実施)。

まずポジテイブ要因・ネガテイプ要因双方とも、大グループとして、個人

の生活上におけるパーソナルな活動・出来事である『個人レベル』と、移住

者が沖縄の社会やコミュニテイの中で行う対人的、社会的、文化的な活動・

出来事である『社会(沖縄)レベル』、そして個別具体的な活動・出来事で

はなく、移住者が沖縄における日常生活の中で感じたり、考えたりしたこと

である『心理レベル』の3つが抽出された(表3)。

8 ここでは Oさんの匿名性、ないしは面接内容における個人情報を保護するために、
その他に言われたことについては伏せてある。
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ではポジテイブ要因・ネガテイプ要因それぞれについて見ていく。ポジ

テイブ要因(総数112) のうち、 『個人レベル』では、 「結婚・恋愛」、

「出産J、 「学生生活の充実J、 「趣味・やりたいことをやる」、 「生活

環境の変化」の5つのカテゴリー(小グループ)が得られた。 r社会(沖

縄)レベル』については、 「就職・仕事の改善」、 「新しい人間関係」、

「社会参加・組織参加」、 ii中縄文化への興味」、 「沖縄の自然の良さ」、

「県外・海外への移動」の6カテゴリーが、 『心理レベル』では「心の安

定」、 「新鮮さ」、 「沖縄への郷土意識の芽生えJの3カテゴリーが得られ

た。これら14カテゴリーのうち、最も多く移住者の感情状態をポジテイブ

に変化させた出来事は、 「新しい人間関係」であり (21.4%)、次いで「就

職・仕事の改善 (19.6%)J、 「社会参加・組織参加 (8.9%)Jの順で、あっ

た。上記の結果から、全体的に『社会(沖縄)レベル(計63.3%).1が多い

傾向にあることが示された(r個人レベル.1 (28.7%) ・ 『心理レベル』

(8.1 %) )。つまり移住者がポジティブな感情状態を保持するためには、

沖縄社会において対人的、社会的、文化的な関わりを持つことが重要である

と考えられる。なお、 『心理レベル』はそれぞれ度数としては低いものの、

「心の安定」などは仕事や仲間を得たり、個人としてのプライベートが充実

したりなど、 『個人レベル.1 . r社会(沖縄)レベルJの出来事の結果とし

て得られるものであるし、 「沖縄への郷土意識の芽生え」は、移住者の沖縄

に対する包括的な肯定的態度一沖縄へのアイデンテイテイの表れである。こ

のことから『心理レベルJの各カテゴリーは、感情状態をポジティブに変化

させる要因の中でもより高次のものであると考えられる。

一方、ネガティブ要因(総数83) については、 『個人レベル』として

「パートナーの喪失j、 「大切な人の死」、 「育児不安」、 「個人的トラ

ブル」、 「勉学上の問題」の5カテゴリーが得られた。 r社会(沖縄)レベ

ル』では「職業・経済的問題」、 「人間関係の無さ・トラブル」、 「所属集

団の喪失」、 「沖縄文化・習慣とのズレ」、 「ナイチャー批判」の5カテゴ
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表3.移住者の感情変化をもたらすポジティブ、要因・ネガティブ川要因
ポジティブイベント

レベル カテゴリー 度数 % 代表的なコメント

結婚・恋愛 9 8.0%結婚する・彼女ができる

虫慶一一一一一一一……… 7一一土佐~!;::~盟主号一一一一一一……一一一一一一一一
個人レベル学生生時史s.'i!L...._...............................Z..._~}労璽門の授業が強浅山笠.t賢治i楽しくな畳:空襲

葱深;コ宇りたいことを王手;る…一一…-6"---5:4o/~自存モ首ぷ事を始める・ダイピジグl こはまる
生活環境の変化 3 2.7%一人暮らしを始める・引っ越し

就職・仕事の改善 22 19.6%就職・お庖をオープン・仕事の不安が少なくなる
新しい人間関係 24 21.4%出会いの多さ・出身地に関係なく友達が噌える
(ナイチャーとの人間関慌の形成) (3) (2.7%)本土出身の先輩と仲良くなる

社会(沖縄)(ウチナーンチュとの人間関保の形成) (5) (4.5%)ウチナーンチュの友達が憎える・沖縄の人と触れ合う

レベル 社会参加・組織参加 10 8.9%青年会に入る・模合に入る・サークルに入る

沖縄文化への興味 4 3.6~も沖縄の文化に興味を持ち始める・判1縄を満喫する

並鍾企且盆笠皇主一一一一一 2 1.8%きれb、な空と海と空気・自然がいい
県外・海外への移動 9 8.0%帰省する・沖縄を去ってブラジルへ

主 (J)室豆一 …一一…ー-J-2・旦皇位腔夏主・J鵬監自主一一一 一一一
心理レベル新鮮さ 3 2.7%新鮮な毎日・車L比哩L"C:(J)盛監一一

沖縄への郷士煮織の芽生え 3 2.7%沖縄に帰ってきたとし、う成党にとらわれる

.g-Xt 112 100.0% 

ネガティブイベント
レベル 力子ゴリ一 度数 % 代表的なコメント

パートナーの喪失 4 4.8%離婚・彼女にふられる

大切な人の死 5 ι0%母の死・祖父の死
個人レベル育児不安 2 2.4%子どもが産まれることの不安・子育て

個人的トラブル 2 2.4%事故で入院・詐欺みたいなのにあう
勉学上の問題 7 8.4%学校に行かなくなる・授業がつまらない

職業・経済的問題 19 22.9%仕事由げよい・体力と経済的な疲れ(移動費や生活費)

人間関係の無さ・トラブル 7 8.4%友達ができない・つながりがない・人間関係のいざこざ
社会(沖縄)

レベル 所属集団の喪失 3 3.6%模合が無くなる・サークルになじめな

!'f1'!!.:!i!佐賀'..:t!'!~!り''':1.--……一一一…仁 4.8~乞在日士一ぞ~z.2.:...Z.:t.t:.ご行:!::.3:.Q:;'::~.'墨土、 一一一一
ナイチャー批判 5 6.0%ヤマトゥーとし、われる・職場で関西弁を時めたらとし、われる
不安・孤独感 6 7.2%さみしい・ぼんやりとしたT 市

ホームシック 10 12.0%ホームシック・内地に帰J

心理レベル沖縄にいることの意味の喪失 3 3.6%沖縄にいる理由が薄ミ子よる・沖縄に来たのに何もしていない

沖縄への飽き・刺激の低下 6 7.2%沖縄に飽きてくる・感情の落ち着き

.g-l!t 83 100.0% 

リー、 『心理レベルJでは「不安・孤独感」、 「ホームシックJ、 「沖縄に

いることの意味の喪失J、 「沖縄への飽き・刺激の低下」の4カテゴリーが

得られた。このうち最も多かったのは「職業・経済的問題 (22.9%)Jであ

り、沖縄における失業率の高さや雇用状況の悪さ、最低賃金や所得の低さな

どが反映された結果であると考えられる。各レベルごとでみていくと、 『個

人レベル』の合計は24.1%であり、 『社会(沖縄)レベルJは45.7%、 『心理

レベルJは30.1%であった。ポジテイブ要因の結果と比較すると、 『個人レ

ベル』では差があまりないものの、 『社会(沖縄)レベル』ではネガティブ

要因の方が少なく、 『心理レベルJではネガティフ。要因の方が多かった。

ポジティブ要因とネガティブ要因はそれぞれ別にK]法を行ったため、両者
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を直接的に比較することはできないが、それでもネガテイブ要因において

『心理レベル』が多いのは顕著な結果である。この『心理レベルJの各カテ

ゴリーのうち、例えば「沖縄への飽き・刺激の低下」などは、カルチャー

ショックのUカーブ仮説 (Oberg，l960)におけるハネムーン期からの移行で

あり、 「不安・孤独感」、 「ホームシック」などは、 Adler(1975)の異文

化への移行体験における自己崩壊に該当するであろう。いずれの理論であ

れ、これらの心理的反応は、異文化適応における比較的初期に生じるもので

あり、実際、上記カテゴリーのうち半数近く (11件:44.0%) は、調査対象

者の来沖直後からI年以内の聞に起こっていた。ただし、残りの半数はそれ

以降の時期であることから、移住者はネガテイブな心理レベルでの反応を、

移住してから短い期間の聞にまず体験し、その後適応がうまくできなけれ

ば、さらに繰り返し経験する場合があると考えられる。また特に「沖縄にい

ることの意味の喪失Jはいずれも3年目以降と、移住からかなり時聞が経過

した中で生じていた。このような意味の喪失は、移住者としての自らのアイ

デンテイテイや拠り所としての場所を喪失することにもつながる。沖縄にい

ることの意味を失った移住者が、その土地に居続けられるかどうかは、再度

意味を発見できるかにかかってくるであろう。

ここでソーシャルキャピタルという視点から見ていくと、ポジテイブ要因

における「新しい人間関係」と「社会参加・組織参加」はソーシャルキャピ

タルの獲得、ネガティプ要因における「人間関係の無さ・トラブル」や「所

属集団の喪失」は、ソーシャルキャピタルの欠如・喪失を意味する。 2つの

結果を統合して考えてみても、やはり移住者の適応や感情状態にとってソー

シャルキャピタルは重要な要因であると言えるだろう。なお割合的にいけ

ば、ポジティブ要因の2つのカテゴリーの合計は30.3%、ネガテイブ要因の合

計が12.0%であったことから、移住者にとってソーシャルキャピタルは適応

の促進要因として機能すると考えられる。

その他、特記すべきこととして、先述の不適応者にみられたようなナイ
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チャー批判もネガテイブ要因として抽出された。ただし度数自体は5件と少

ない。しかし、感情曲線に変化としては現れない形で、これまで調査対象者

が「ナイチャーJ、 「ヤマトゥンチュー」と言われた経験について、面接で

の語りから探っていくと、 26名中15名 (57.7%)が言われた経験があり、そ

のうちの7名は「うれしくなかった」、 「いらっとした」、 「落ち込んだ」

などネガテイブな反応を示した。言われた相手としては、若い人ではなく、

年配の人が多かった。

3) ソーシャルキャピタルに関する分析

先述のように、移住者の適応および感情状態にとって、ソーシャルキャピ

タルが重要であることが示された。ここでは、実際に移住者が沖縄の社会や

コミュニテイの中で、どのような社会参加をしていたり、ネットワークを構

築しているのかについて分析を行った。

0社会参加の分析

何らかの社会的な集団や組織に参加している人は26名中11名 (42.3%)で

あった。このうち、青年会や観光協会など地域に基づく集団・組織に属して

いる人は4人、 NPOの活動に参加している人は1人、協同組合に参加してい

る人は1人、趣味や運動のサークル活動に参加している人は6名であった(1

名複数参加)。この11名中、適応者が10名であった9。このことより移住者

の適応にとって、社会参加が促進要因になると考えらえる。

9 残り 1名は部分適応者だが、半分は仕事として参加している。
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0ネットワークの分析

ここでは移住者が沖縄社会、具体的には、県内全体、住んでいる地域コ

ミュニティ、職場コミュニテイのそれぞれにおいて、どれだけネットワーク

(友人数)を築いているのかについて、適応状態ごとで見ていくへ

まず県内全体に関しては、部分適応者において「大勢」という具体的な人

数が不明な回答があったため、結果を明確に記述することは難しいが、傾向

としては適応者において、県内の友人数がやや多かったと考えられるu。な

お、ウチナーンチュと本土出身者の割合に関しては、全体的には本土出身者

よりもウチナーンチュの方が多い傾向にあった。ただし、適応者と部分適応

者では、その割合に大きな相違は見られなかった120

次に地域コミュニティ内および職場コミュニティ内の友人数についても、

適応者で人数がやや多い傾向にあった。またウチナーンチュと本土出身者の

割合に関しでも、全体的にはウチナーンチュの方が多かった。適応者と部分

適応者の比較では、部分適応者の方でややウチナーンチュの割合が多いもの

の、明確に相違があるとまでは言えない。

以上のように、適応者の方が、沖縄の社会・コミュニティ内で多くのネッ

トワークを形成していることが示された。つまり、移住者の適応にとって、

移住先においてネットワークを構築することが重要であり、このことはこれ

までの一連の結果と一貫する。

ネットワーク内におけるウチナーンチュと本土出身者の割合に関しては、

本土出身者よりもウチナーンチュの方がやや多い傾向にあった。適応に関す

るコメントでも、 「付き合う人を県外の人から県内に人に意識的に変えた

m人数に関して、それぞれ実際に何人いるかを尋ねたが、例えば、 f14、5人J、f20
名程度」、flO-15人」といったように人数に幅のある回答が複数得られた。そこで、
このような回答幅を踏まえて人数の傾向を把握するために、表4のように人数のカ
テゴリーを設定し、アフターコーデイングを行った。

日本研究では、 Nが少ないため、統計的検定 (x2検定など)を行うのが困難である。
よってここで示される結果は、あくまで全体的な傾向にすぎない。

12 不適応者に関しては、 0人以外の回答の 1名のデータである。あくまで参考データ
であり、これを用いて、適応者・部分適応者と比較したりすることはできない。
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(Rさん)Jといったものがあったように、沖縄のコミュニティに適応する

ためにはウチナーンチュ(移住した地域の人々)とのネットワークが重要だ

と考えられる。このようにウチナーンチュと本土出身者とのネットワークに

は、量的に若干相違がみられたが、例えば付き合い方の中で感じる共通点や

相違点など、人間関係の在り方自体に関する質的な側面が、ウチナーンチュ

と本土出身者同士では異なるかもしれない。そこで調査対象者が、ウチナー

ンチュと本土出身者の人間関係についてどのようにとらえているのかについ

て、調査対象者の語りを分析した。

表4.適応状態別ネットワーク数(県内全体・地域・職場)

皐盟全盆
副吾吾平雨(10副)

合計
。人 1-9人 10-19人 20-29人 30人以上 {大嘗1 ウテナーシチコ本土出身者

543  4 
(31.3%) (25.0%) (18.8%)σ5.0'lも)

部分適応者 1 4 1 
(12.5%) (50.0%) (12.5%) 

不適応者 1 
(50.0%) (50.0%) 

4 
合計

{1.7'Jも)β4.6%) (19.2%) (15.4%) (15.4%) 
員長割合の平均に関して.友人数舟人に関しては分析から除外，

割合があるのでウチナーンチ~.本土出身者それぞれの友人数を算出することも可能だが、回答に量的に計算できない(大勢}があること、また
人教の分散が大きいため、平均化した場合に、構成比がわかりづらくなることから割合の平均を算出した

16 
(100.0'lも)

2 8 
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*適応者の割合の告計が10にならないが、田容にアメリカ人などいずれでもない友人の割合が含まれたためである.
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-ウチナーンチュと本土出身者との人間関係の相違点・共通点

違いはな い ・ 茅 は な い (17人)

沖縄の人とはミスコミュニケーション。 (Bさん)

ナイチャーとは簡単に仲 良くなれる。ウチナーンチュは地元 意識が強く、之4之立ー

ーには入るこむ余地がない。 (Dさん)

内地の人左は腐れ縁。沖縄の人とは意識的に友逮でいる。 (Gさん)

『気づいたら自分だけナイチャーJ という状況で、地元の話が出てきたりすると盤

外感を感じる。うらやましさもある。沖縄の中で、違った地域で育っても共通する

ものがある。共通するもので慮り上がれるが、こっちは盛り上がれない。 (Hさん)

沖縄は受け入れているようで、{可を考えているのかわからないところがある。之.i....

チャーをウチナーンチュは差別している盛ctJl;(;， O， (0さん)

多くの調査対象者がウチナーンチュと本土出身者には、 「違いがない、差

がない(あるのは年齢や過ごした年数、出身の違いだけ)Jと回答してい

た。この傾向は特に適応者で顕著であり、実に16名中14名 (87.5%)がこの

回答であった。一方、部分適応者のうち2名は同じく「違いはない」と回答

していたが、それ以外の部分適応者や不適応者は、ウチナーンチュと本土出

身者の間にあるコミュニケーションの問題や、疎外感や被差別感を挙げてい

た。このことより、まだ適応が十分でない場合には、本土出身者とウチナー

ンチュとの間にある相違点に目が向きやすいのに対し、適応がなされた場

合には両者の相違点が受け入れられ、違いがないものと認識されるように

なっていく (Adler(1975) における自律・独立の段階)と考えられる。特

に適応者は、ウチナーンチュとの人間関係や沖縄社会との結びつきを強めて

いく中で、 「ウチナーンチュ」というカテゴリーと「本土出身者」という

元々の自らのカテゴリーを融合させる形で、沖縄の社会や文化に自己を同化

(BerrY，2001) させていくのではないだろうか。それに対し、適応が十分で

ない場合には、相違点という形でお互いのカテゴリーの違いが強調され、そ

れぞれの人間関係が別の次元として認識されてしまっている可能性がある。

そして、このようなカテゴリー認知に基づく人間関係の相違点が、異文化に

対する先入観を生み出し、拒絶的な反応(ここでいう疎外感やミスコミュ
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ニケーションなど)を生じさせる (Adler(1975)における自己再統合の段

階)のではないだ、ろうか。

では改めて、移住者にとって本土出身者との人間関係、ウチナーンチュと

の人間関係がどのようなものか見ていく。

まず本土出身者との人間関係については以下のような回答が得られた0

.本土出身者との人間関係

之ニ之二。お互い言わなくても分かる。 (Bさん)

主盛主主Lものもいっぱいある。ちょっと盗1::主主e_o (Dさん)

近所の友人とは助け合う仲。安心感・仲間意識はある。応援したい。 (Fさん)

一緒にカルチャーショックを受けたから、沖縄の話題(沖縄の変わったところ、困

ったことなど)ができる (Jさん)

気が許せる、癒しになった (0さん)

主主L。みんな帰っていく中残っている者同士のお互い補える感覚。 (Rさん)

移住者にとって本土出身者との人間関係は、同じ本土出身者というカテゴ

リーを共有する仲間であり、お互い似たような経験をした者同士、共感し合

える関係である。特に、移住者は適応のプロセスにおいて、様々な経験をす

るが、それは時に沖縄に対する不満や批判を伴うこともある(例えば、ナイ

チャー批判を受けた、習慣のズレなど)。しかし、そのことをウチナーン

チュに話すことは、相手の文化を非難することにつながるため、話すことが

できない。同じ経験をした本土出身者同士であれば、理解しあうことができ

るし、そのことが適応に伴うストレスを軽減してくれる。つまり、移住者に

とって本土出身者同士の人間関係は、一種の安心基地の役割を果たしてい

ると考えられる。ただしこの傾向は、部分適応者や不適応者で顕著であっ

た。適応者でも「以前にはこのような仲間意識や一体感を感じていた (Sさ

ん)Jという人も少なくないが、現在では、先述のようにウチナーンチュと

本土出身者の聞に違いを感じておらず、ここでも、 「本土出身者とウチナー

ンチュで隔たりはない」し、 「出会った友人がたまたま本土出身者だ、っただ

けjという回答が多かった。

-134-



沖縄の県外移住者の適応におけるソーシャルキャピタルの影響(加藤潤三・前村奈央佳)

一方、ウチナーンチュとの人間関係においては、以下のような回答が得ら

れた。

-ウチナーンチュとの人間関係

ウチナーンチュならではのエピソードとか文化をもっと深く知りたい。 (Cさん)

いつまで も 一 緒 に 友 人 で いたい。大事にしたい。支えてくれる優しい人が多い。之

チナーンチュとして見られるこ止もあってうれしい。 (Fさん)

友達が多い方がいい。沖縄 の こ と を 考 え て い る の で 、 そ う い う話ができる沖縄の人

がいたら楽しい。沖鍋をよくしたい止考えている。 (pさん)

悩み相談、打ち解けていく、沖縄の一員になっていく。 (8さん)

話す内容が変わってくる。 (Aさん)

邑主主主ι。温度茅を感じる。 (Bさん)

ち ょっと聞が空くと、よそよそ しく なる 。温 度斧 に戸 感う 。人なっこいのか人見知

りかわからない。 (Dさん)

ここでも「区別はない」、 「違いはないj という人が多かったが(11

名)、適応者では、ウチナーンチュとの関係が、より沖縄を知るのに役立つ

たり、沖縄へのアイデンティティを獲得するのに寄与することが示された。

一方、ウチナーンチュとの関係に何らかの戸惑いや温度差を感じているとい

う回答も、適応者、部分適応者関係なく見られた。特に「移住者から見た

ウチナーンチュの人間関係」について、多くの語りが得られたので、ここで

取り上げてみたい。ウチナーンチュの人間関係のポジテイブな側面として、

「温かいJrやさしいJr親切Jr面倒見がよいjなど、個人的親しみやす

さ・人の好さに関するコメントが12件得られた。一方、ネガテイブな側面と

しては、 「排他的J (7件)や「シャイ・人見知りJ (4件)というのが得ら

れた。またポジティブ・ネガティブの両面を含むものとして、 「仲間意識が

強い・沖縄アイデンテイテイが強いJ (7件)があげられた(ポジティブな

意味としては団結力がある、ネガティブな意味としては仲間内から出ていか

ない、色々な意見があるけど言えないなど)。

このようなウチナーンチュの人間関係の特徴をとらえたコメントがあった

ので以下に示す。
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-移住者から見たウチナーンチュの人間関係(特徴的なコメント)

Mさんの語り

、人見知りなところというのはやっぱりあったんです。ただ仲良くなったときに身

内を大事にする感じがすごくあって、仲良くなったらこうすごく仲いいという。なん

か沖縄の人が親切 にしてくれるのに2段階あるような気がしていて。特に一人だった

り困っていたりとかという時に、誰にでも声かけてくれる親切としての沖網の人のよ

与っていうのがまずあると思うんですけど。そのうえで自分のコミュニティに入って

くるとか自分がそこに入っていくとかいうときに、地方の人特有の、自分のとこで安

定しているものにほかの人が人ってくる抵抗感は沖縄にもあると思し、ます。それを乗

り越えた時には境目のないすごい一体感みたいなのが感じられて。だから最初の親切

と、身内として見てくれているー体感という、 2段階、沖縄の人の催しさがあるよう

な気がして。旅行なんか、その表面的な誠実やねっていうところしか見られないと思

うんですけど、 1'1'聞として認めてくれた時にまたすごく居心地がいいですね。

X さんの語り

関口が広い n けども、家の中にはなかなか。入っていけないかな。まあ、地の人でな

かったら、もう、あの、入れないようなスベースゅうのが結構あるからね。

ここからウチナーンチュの人間関係には二面性があると考えられる。 1つ

目は、間口ないし1段階といった形で評されるような、ウチナーンチュの親

切さや、やさしさであり、これは広く他者一般に向けられるものである。 2

つ目は、家の中あるいは2段階にあたる、特定の仲間、特に地元の仲間に向

けられる、より強い仲間意識である。この強い仲間意識の中に入っていくこ

とができた人は、その関係性を通じて「沖縄の一員になれた」という感覚を

得ることができるであろう。しかし、その中に入っていくことができない人

にとっては、 「排他的」な人間関係として映ってしまう。つまりこの場合、

広く他者一般に向けられる親切さと排他性のギャップが大きくなってしまう

ため、 「沖縄は受け入れているようで、何を考えているのかわからないとこ

ろがある (0さん)Jといった、ネガテイブな二面性としてとらえられるよ

うになってしまうと考えられる。

[総合考察]

本研究は、沖縄に県外より移り住んできた移住者が、沖縄の社会やコミュ
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ニティにどのように適応していくのか、その適応プロセスについて、移住者

のソーシャルキャピタルの観点から検討していくことを主目的とした。

移住者に対する面接調査の結果、沖縄のコミュニティ内において社会参加

したり、ネットワークを形成していくこと、すなわちソーシャルキャピタル

の獲得が移住者の適応を促進させることが明らかになった。ただし移住者が

沖縄において形成するネットワークには、ウチナーンチュとのネットワーク

と、本土出身者同士のネットワークの2つが存在する。

移住者にとってそれぞれのネットワークの機能を整理すると、ウチナーン

チュとの人間関係は、移住者が沖縄の文化に同化したり、沖縄アイデンテイ

ティを獲得するためなど、真の意味で沖縄の社会・コミュニティに適応して

いくために必要なものであるのに対し、本土出身者とのネットワークは、移

住者が適応の過程で感じる様々なネガティブな出来事や感情(不安や孤独)

を緩和させるのに有効であることが示された。このことから、移住者が沖縄

の社会に適応していくには、地域や職場コミュニティ、さらには社会集団・

組織への参加を通じて、ウチナーンチュとのネットワークを築き、その中で

沖縄への理解を深めていくこと、またそれと同時に、本土出身者との関係も

持ちながら、その中でネガテイブな感情を吐露し、ストレスを軽減させてい

くこと、一つまり 2つのネットワークをバランスよく持つことーが重要で、あ

ると考えられる。

しかし本研究では見られなかったが、移住者の中には、本土出身者同士の

ネットワークばかりを重視し、地域のウチナーンチュの人たちに溶け込まな

いというケースも少なからず耳にする。地域移動を行った大学の新入生の適

応を検討した研究では、新入生が移動先の社会(地域や大学)で人間関係を

構築していくためには、入学前の友人とのコミットは減少させ、入学後の友

人へのコミットを増加させる必要があるとされている (Medalie.l981)。つ

まり新しい環境に移動した際には、その移動先での人間関係を形成するこ

とが重要なのである。ただし先行研究では、移動前のネットワークとは移
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動に伴って物理的距離が離れるが、本研究の場合、いずれのネットワーク

も沖縄で得られるものであり、物理的な障壁はない。しかし、個人が維持

できる社会関係の総量には上限がある中で (Lewis，Rezaie， Brown， Roberts 

& Dunbar， 2011)、いつまでも本土出身者同士だけで固まっている状態

は、この本土出身者同士のネットワークに対するコミットが高くなる一方、

ウチナーンチュとのネットワークに対するコミットはそれに反比例する形

で低くなってしまう。また認知的な視点から、いつまでも本土出身者だけ

でいる状態では、 「本土出身者jと「ウチナーンチュ」というカテゴリー

認知とそれに伴う集団間バイアス(内集団への愛着と外集団への敵意)

(Brewer，l999 )が生じやすいため、このことも結果的に適応を阻害する可

能性があると考えられる。

とはいえ、本土出身者がウチナーンチュとのネットワークを作れるかは、

移動の受け入れ先であるウチナーンチュが、本土出身者とどう向き合い、接

していくのかということも考えなければならない。例えば本研究でも見られ

たように、ナイチャー批判を受けることは、移住者にとって大きなネガテイ

ブイベントであり、このようなことが続けば、 「大好きで、役に立ちたい」

と，思って来たはずの沖縄が移住者にとって居続けるのが苦痛の場所になり、

「こんなはずで、はなかった」という思いで沖縄を去ってしまうことになりか

ねない。とはいえ、ナイチャー批判などの背景には、これまでの本土と沖縄

の間にある歴史的な関係や、現在的問題(基地負担の問題や本土資本と地元

資本の問題など)が少なからず影響しており、このような考え方を一朝一夕

に変えることは難しい。まずは移住者自身も、移住先である沖縄の文化や沖

縄と本土の歴史的・現在的関係について少なからず知識を持ったうえで来

ることが最低限必要であろう。一方、ウチナーンチュ側も、このようなナ

イチャー批判が、本土出身者をネガティブな感情にさせるとともに、この

ような批判を言うことがごく一部の人であっても、外集団同質'性バイアス

(Park & Rothbart， 1982)により、ウチナーンチュ一般が本土出身者に対
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して排他的であるとみなされてしまうことに注意をしなければならないだろ

つ。

では、移住者がソーシャルキャピタルを獲得していく上で、実践的にどの

ようなことが効果的、効率的かを考えてみると、現在、全国的に自治会への

加入率が低下しているが、このような自治会への参加を呼び掛けるのも1つ

の手段だろう。実際には、呼び掛けても応じない人が多いかもしれないが、

地縁の薄い移住者にとって、自治会は地域コミュニティとのつながりを持

ち、地域に溶け込むきっかけにもなるだろうし、活動を通じて地域にいるウ

チナーンチュや本土出身者とのネットワークもつくることができるだろう。

また沖縄では青年会の活動が盛んであるが、青年会でエイサーをやっている

ところも多く、沖縄の文化に興味のある移住者にとって青年会は魅力的な組

織であろう 13。沖縄では地縁組織が比較的機能しており、これらを活用して

いくのが効果的かもしれない。

最後に本研究の課題と問題点について述べる。まず本研究では、適応者・

部分適応者・不適応者の分類として、調査対象者の自己報告の内容から判断

したが、この分類に関して外的基準がない。適応の程度を明確に把握するた

めにも、妥当性および信頼性のあるスケールを用いた測定が必要である。ま

た調査対象者に関して、本研究で対象とした移住者は、いずれも現在、沖縄

の社会で生活を送っている人たちであり、本当に適応ができなかったという

人は、むしろ本土に戻っている。そういった意味では、本研究で不適応と分

類した移住者も、相対的に適応者・部分適応者よりも自己報告レベルにおい

て適応の水準が低いということにすぎない。より厳密に適応の要因(特に不

適応につながる)を探るには、このような戻った人に対しでも調査を行うこ

とが必要で、あるだろう。さらに、本研究では、移住者がどのような動機に基

13 エイサーの本来的意味からいって、沖縄に先祖を持たない移住者がそこに参加す

ることがふさわしいかどうかという問題もあるだろう。先に述べた本土出身者と

どう向きあうかというときには、このようなことも考えなければならないだろう。
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づいて移住してきたのか、その移住動機に関して分析ができていない。移住

動機によって適応プロセスがどのように異なるかといった視点も重要であろ

う。また本研究では、感情曲線のように適応を過去からさかのぼる(振り返

る)形で検討を行ったが、適応プロセスの変化を詳細に探るには、移住した

時から時系列に沿って継続的に調査していくという方法が最も妥当である。

移住者の内面の変化をより捉えられる精綾な調査方法についても検討すべき

である。
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