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Ⅰ．問題
世界各地の文化を価値観の違いから捉えようとする試みは，社会科学の諸分野に
おいて盛んに行われている。国や地域による価値観比較研究の先駆けとなったのは，
Hofstede, G が 1960 年代後半から数年間にわたって実施した，世界各国の IBM 社社員に
対する大規模調査であった。彼は，文化を「集合的に人間の心に組み込まれるものであ
り，集団によってあるいはカテゴリーによってそのプログラムは異なっている (Hofstede,
1995 ( 岩井・岩井訳 )：p.5)」と捉え，一連の調査によって，
「個人主義－集団主義」
「権
2)
「男性性－女性性 3)」
「不確実性の回避 4)」の 4 つの文化的価値観の次元を提起
力格差 」

した (Hofstede, 1980)。
国や地域による文化的価値観の特徴としては，北米や西欧は「個人主義」であり，「不
確実性の回避」が弱く「権力格差」が小さい国が多いこと，日本を含むアジアの国々では「不
確実性の回避」や「男性性」が強く，「集団主義」傾向があること，ラテンアメリカ諸国
では「不確実性の回避」が強く「権力格差」が大きい傾向があることなどが示された。そ
の後，中国的価値観調査 (Chinese Culture Connection, 1987) や世界価値観調査 ( 後述 ) の成
果が導入され，第 5 の次元として「長期志向 ― 短期志向」，主観的幸福感と関連する第 6
5)
の次元として「放縦 ― 抑制 」が加えられている (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010)。一

連の研究によると，東アジア諸国は「長期志向」で「抑制」が強い傾向にあり，北米や南
米は「短期志向」で「放縦」が強い傾向にあることが示唆されている。
これら Hofstede の文化的価値観のうち，特に「個人主義」「集団主義」によって国・地
域の文化の違いを解釈することは，比較文化研究において最もポピュラーな説明原理の一
つとなっている。その第一人者である Triandis (1995) は「個人主義 ― 集団主義」次元を
発展させ，
「水平 ( 平等，等質性を重視すること )― 垂直 ( 不平等，特権が認められること )」
の軸を導入した。先行研究で得られている共通の知見として，個人主義文化では，人々は
集団から切り離して自分自身を捉え，独自性や自律，個の自由を重視するのに対し，集団
主義文化では，人々は集団への帰属意識が強く，メンバー同士の結びつき，規範や義務を
重視するといったことが明らかにされている。
また，Inglehart, R. が中心となって 1981 年以降 5 年間隔で実施されている世界価値観調
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WVS）は，回数を重ねるごとに調査対象地域の範囲が広がり，
査（World Value Survey: 以下，
2010 年～ 2014 年に実施された第 6 期では 60 か所の国・地域が参加した（WVS ウェブサ
イトより）
。直近の WVS6）では約 250 の調査項目が設定されており，幸福感，人生に求め
るもの，生活様式，ジェンダー，他者への信頼，宗教，政治，国家観など多岐にわたる価
値観が測定されている（WVS, 2018; 池田 , 2016）。たとえば「人生に求めるもの」には第
5 期調査以降，Schwartz.S の価値理論が取り入れられ，設問が構成されている。Schwartz
（1992, 2012 など）では，人々の基本的な価値として自己志向，刺激，快楽，達成，権力，
安全，同調，伝統，仁愛，普遍の 10 種の分類が呈示され，尺度化されている。
WVS の 結 果 は， カ ル チ ュ ラ ル マ ッ プ（Inglehart-Welzel Cultural Map; Inglehart & Welzel,
2010）によって可視化され，ウェブサイトでも広く公開されている。例えば第 6 期のカルチュ
ラルマップでは，縦軸を伝統的価値（traditional values）vs. 非宗教的・理性的価値（secularrational values）
，横軸を生存価値（survival values）vs. 自己表現価値（self-expression values）
とし，
主な文化圏はアフリカ ― イスラム圏（African-Islamic）
・ギリシャ正教圏（Orthodox）
・
バルト圏（Baltic）・儒教圏（Confucian）・欧州カトリック圏（Catholic Europe）・南アジア
圏（South Asia）・ラテンアメリカ圏（Latin America）・英語圏（English Speaking）・欧州プ
ロテスタント圏（Protestant Europe）にまとめられて布置されている。このマップによると，
上記の二つの軸において高い位置に布置される（自己表現価値，非宗教的理性的価値が重
視される）のは，北欧諸国やドイツ，スイスなどの欧州プロテスタント圏である。反対に
両軸において低い位置に布置される（生存価値，伝統的価値が重視される）のは，アフリ
カ ― イスラム圏となる。北米を含む英語圏は，自己表現価値が強く，非宗教的・理性的
価値が中程度に位置づけられ，ラテンアメリカ圏は，自己表現価値において中程度，伝統
的価値が強い位置に布置される。また日本は，生存 ― 自己表現の軸で中程度，非宗教的・
理性的価値の軸で対象国の中で最も高いレベルに位置づけられる。WVS は学問・ビジネ
スの分野を越えて広く使用されているが，その主な理由は横断的な調査規模の大きさだけ
でなく，数十年に渡る縦断的データの蓄積にあるだろう。カルチュラルマップの時代によ
る変化を概観すると，「伝統的価値」から「非宗教的価値」へのシフト，「生存価値」から
「自己表現価値」へのシフトが多くの社会で生じているとされる（山崎 , 2016）。
ただし，ここまでに述べた価値観比較研究は，国や地域という単純な区切りで文化や価
値観を捉えているため精細さに欠ける，といった批判も多くある（山崎 , 2016 など）。こ
のような測定法では，国や地域内の文化や価値の多様性を捉え切れないといった批判であ
る。さらに，もう一つ重要な課題は，これらの研究が基本的にはある国・地域に「固定的」
かつ「長期的」に存在する人々を前提にしている点である。たとえば，2005 年から 2010
年の間に毎年 270 万人が経済的に豊かな国に移動しており，世界的にみると総人口の 3％
は生まれた国と違う国で生活している（King, 2010）。冒頭で紹介した Hofstede（1995）が
述べているように，人がある地域の文化や環境の影響を受け，心にプログラム ( たとえば，
価値観）が形成されるとして，その人が移動し環境が変わった場合には，プログラムに何
が起こるのか。この点について検討するためには，異文化間心理学の知見を借りて来なけ
ればならない。
国境を越えて移民し世代を重ねた民族集団の，移住先の社会（ホスト社会）での適応方
略については，Berry（2001, 2005 など）のモデルが著名である。このモデルによると，移
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民が元の文化を保持する程度／ホスト文化を受容する程度の 2 次元を想定した場合，「同
化」
「分離」
「統合」「周辺化」の形態があり得るとされる。また多くの事例研究において，
移民が世代を経て，民族言語の使用や文化慣習の実践が減り，祖国の民族的なアイデンティ
ティが薄れる一方で，ホスト社会の言語や文化に同化し，「（ホスト社会）人」としてのア
イデンティティを強める現象が報告されている。日系移民に関する先駆的な研究として稲
村（1980）は，日系アメリカ人を対象とした調査により，移民 1 世は出身国の文化（日本
文化）保持傾向が強く，2 世では日本人であろうとするタイプ・現地アメリカ人になりき
ろうとするタイプに分かれ，3 世ではアメリカ人そのものになっていく傾向に言及してい
る。日本在住のニューカマーを対象とした最近の研究でも同様に，第二世代で「ホスト国
志向型」
「出身国志向型」
「（両者の）ハイブリッド型」に分岐するといった見解がみられる（額
賀・三浦 , 2017）。その他，移民のアイデンティティについては，言語習得やコードスウィッ
チングなど，ホスト社会および出身地の言語と絡めて論じられることが多い（内山 , 2017
など）
。
移民の適応についての先行研究の知見を踏まえると，移民がホスト社会で生活し世代
を重ねるうちに，言語やアイデンティティ，文化的な慣習の実践とともに，価値観も現
地に同化していくことが予想される。あるいは，ホスト社会において移民がコミュニティ
を形成し，言語や文化的実践，社会関係がほぼコミュニティ内で完結している場合など
には，世代を経ても出身地の価値観が継承される可能性もある。そもそも，日系移民の
文化や価値観の変化について心理学的に検討した事例は少なく，実証的研究は殆どなさ
7）
れていない 。殊に，移民に関しては 2 世以降の世代に焦点をあてた研究も少ない。

本研究の目的
本研究では，日本から海外に移民した人々の価値観を，日本のそれと比較することによ
り，文化移動に伴う移民の価値観の保持や変容について検討することを目的とする。移民
に関しては，居住地域（ホスト社会），および移民世代による違いも探索的に検討する。
複数国（地域）在住の日系移民の集団どうしを比較した例は見当たらず，日系移民の価値
観測定を実証的に行った研究もない。そのため，まずはできる限り同じ条件下で，日本人
のデータと複数地域在住の日系移民のデータを採取する必要がある。さらに，日系移民に
ついては，現地で同胞のコミュニティにかかわっているか否か等も結果に影響すると考え
られる。諸々の範囲外変数を減らすため，本研究では，日系移民の中でも特に沖縄系移
民にフォーカスし，現在の沖縄県民の価値観と比較することにした。沖縄系にフォーカ
スする理由として，沖縄が日本有数の移民排出県であり（石川 , 2005），「日系移民」の中
でも沖縄系が少なからぬ割合（日系移民全体の約 11％（海外））を占めていること，子孫
世代も含めて世界各地にコミュニティ（沖縄県人会 : 2018 年 1 月現在 91 団体（沖縄県 ,
2018）
）が存在するなど，日系移民全体の中でも，アクティブで中心的な立場にあると考
えたからである。
なお，日本および日系人と，沖縄県系人とを同等のものとして扱うことには注意が必要
である。なぜなら沖縄は，日本の一都道府県ではあるが，歴史的にも，また文化的，言語
的（しまくとぅば）にも日本（本土）とは異なる文化形態を有している。東江（1991）は，
沖縄人の意識構造の研究において，日本人（本土の人）と沖縄人のモーダル・パーソナリ
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ティ
（最頻値パーソナリティ）に相違があること，さらにそこから沖縄人の差意識－日本（や
日本人）に対する異質性－が喪失していないことを指摘している。これらのことから考え
ると，沖縄人が日本人とは異なる価値観を持っている可能性も否定できない。しかし，上
述してきたような大規模調査によって沖縄人と日本人の価値観の相違を明確に示すデータ
がないこと，また本土復帰から 45 年以上が経ち，文化的，生活様式的な本土化も進んで
いる（犬塚 , 2007）ことから，沖縄県民の価値観の参照点として日本人の価値観を用いる
こととする。
以上を踏まえ，本研究では，戦前戦後に沖縄から世界各地へ移住した沖縄系移民やその
子孫の価値観を，現在の沖縄県民と比較することで，文化移動に伴う集団の価値観の保持
や変容を検討する。具体的には，北米と中南米に在住する沖縄系移民（子孫世代も含む）と，
現在の沖縄県民の価値観を測定し比較する。Hofstede や WVS など，上述の先行研究で得
られた国・地域ごとの特徴をまとめると，次のようになる。北米では自己表現，個人の自
律や達成が重視され，個人主義傾向が強く，権力平等主義的で，不確実性の回避傾向は弱い。
ラテンアメリカ（中南米）では，権力格差の是認や伝統的価値観が強い傾向にある。日本
人の価値観については，集団主義傾向が強く，性別役割分業を重視し，理性的，長期志向
などの特徴が挙げられる。同じ沖縄系（日系）の移民でも，ホスト社会の文化の影響を受
けて，
北米在住者と南米在住者では現在の価値観が異なる可能性が高い。一方で，沖縄系（日
系）として共通の価値観が保持されている可能性もある。移民の世代による価値観の違い
については，アイデンティティと同様の傾向がみられるとすれば，移民 1 世は出身地の価
値観が強く，2 世で出身地とホスト社会の価値観いずれが顕出するかが分散し，3 世以降
でホスト社会の価値観が強くなることが予想される。

Ⅱ．方法
本研究では，2016 年 10 月に沖縄県那覇市で開催された「第 6 回世界のウチナーンチュ
大会 8)」をデータ収集の場とした。本大会への参加を主な目的として，世界各国から多数
の沖縄系移民が沖縄を訪れるため，さまざまな出身国の沖縄県系人に対して同時期に調査
を行うには最適な機会であると考えられたためである。調査の概要を以下に示す。
1．調査方法
大会期間中の 3 日間にわたり，大会参加者に対する質問紙調査を実施した。調査票は，
過去の大会参加者の使用言語の統計から，日本語・英語・西語・葡語の 4 言語版

9）

を用意し，

回答形式は調査票とタブレット端末（iPad mini）のいずれかを調査協力者が選択する形と
した。調査は，大会会場周辺（沖縄県奥武山公園）にて，45 名（琉球大学の学生 24 名・
神戸市外国語大学の学生 19 名）の調査スタッフが大会参加者に協力を依頼し，調査票の
配布・回収をする形式で実施された。
2．調査協力者・分析対象者
上述の調査において，大会参加者 1,119 名から回答を得た。そのうち，15 歳以上の大会
参加者からの有効回答は 1,093 票であった。さらに本研究では，北米・中南米・沖縄の 3
10）
地域の比較を行うことから，沖縄県内出身者 548 名（M=40.91 歳 , SD=19.21） ，（沖縄
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系）北米 11）在住者 128 名，
（沖縄系）中南米 12）在住者 65 名の 741 名を分析対象とした。
海外参加者の移民世代は，北米在住者で <1 世：23 名（M=62.90 歳 , SD=9.11）, 2 世：35
名（M=53.68 歳 , SD=20.18）, 3 世：49 名（M =50.32 歳 , SD=14.87）, 4 世以降：21 名（M

図1 北米・中南米在住者

移民世代内訳

=39.68 歳 , SD=16.10)> であり，中南米在住者で <1 世：10 名（M =58.40 歳 , SD=9.28）, 2 世：
26 名（M =55.38 歳 , SD=16.33）, 3 世：25 名（M =40.04 歳 , SD=14.85）, 4 世以降：4 名（M

=25.00 歳 , SD=5.10）> であった（図 1 参照）。
なお沖縄県内出身者（以下，沖縄），北米在住者（以下，北米），中南米出身者（以下，
中南米）の年齢差の有無を確認するため，一元配置の分散分析を行ったところ，主効果
が認められた（F(2,730)=30.31, p<.001）
。Tukey の HSD 法による多重比較を行ったところ，
北米（M =54.25 歳 , SD=18.00）と中南米 (M =49.54 歳 , SD=18.14）に比べ，沖縄は低かった。
3．調査項目
現居住地，移民世代などのデモグラフィック項目に加えて，本研究では EASS2008（東
アジア価値観調査）の価値観測定項目から 10 項目を使用し，うち 7 項目を分析に用いた。
用いた 7 項目は，「不確実性の回避」（平凡で安定した人生よりも，不安定だが可能性に満
ちた人生の方が好ましい * 逆転項目），「父親権威」（どのような状況においても，父親の
権威は尊重されるべきだ），
「内集団思考」（同郷の人が社会で活躍すると，自分も誇らし
い気持ちになる）
，
「集団思考」
（自分の意見と違っても，多数派の人々の意見には従う方
が無難である）
，
「性別役割分業観」（妻は，自分のキャリアを追い求めるよりも，夫のキャ
リアの手助けをする方が重要だ），「権力格差」（有能なリーダーには，すべての決定をゆ
だねた方がよい），「リスクテーキング」（余分なお金があれば，私は危険性が高くても見
返りの多いものに投資をするだろう）であり，それぞれ「1．強く反対」～「5．強く賛成」
の 5 段階で評定された。

Ⅲ．結果
ここでは，まず沖縄・北米・中南米それぞれの地域の特徴を捉えるため，各地域の価値
観の平均値を比較した。その後，地域だけでなく移民世代による特徴も併せて検討するた
め，多重対応分析を用いて分析し，図解化を行った 13）。
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表 1 価値観の地域別平均値と共分散分析結果 14）

価値観

全体

地域

F値

沖縄

北米

中南米

2.52b
(1.14)

2.92a
(1.35)

3.97

*

b

3.25ab
(1.20)

3.72a
(1.29)

7.77

***

**

不確実性の回避

2.63
(1.09)

2.63ab
(1.04)

父親権威

3.11
(1.18)

3.00
(1.14)

内集団思考

4.40
(.81)

4.45
(.74)

a

4.21b
(.94)

4.43ab
(.98)

6.15

集団思考

2.69
(1.10)

2.79
(1.04)

a

2.56a
(1.15)

2.16b
(1.23)

12.42

***

性別役割分業観

2.43
(1.17)

2.54
(1.12)

a

2.12b
(1.23)

2.12b
(1.30)

19.44

***

権力格差

2.70
(1.10)

2.75
(1.05)

a

2.47b
(1.13)

2.76ab
(1.36)

7.44

リスクテーキング

2.53
(1.05)

2.45
(1.02)

b

2.70a
(1.07)

2.82a
(1.10)

10.86

***

***

*p <.05, **p <.01, ***p <.001

1．地域 ( 沖縄・北米・中南米 ) による価値観比較
価値観 7 項目「不確実性の回避」「父親権威」「内集団思考」「集団思考」「性別役割分業
観」
「権力格差」
「リスクテーキング」を用いて，地域（沖縄・北米・中南米）の違いを検
討した。地域間で相違のみられた年齢を制御した上で，1 要因 3 水準の共分散分析を行い，
地域（沖縄・北米・中南米）それぞれの価値観の平均スコアを比較した。
その結果，7 つの価値観すべてに地域の主効果がみられた（表 1 参照）。その後，Tukey
の HSD 法による多重比較を行ったところ，価値観得点の平均値には次のような有意差が
みられた。
「不確実性回避」は中南米が北米より高かった（p <.05）。「父親権威」は中南米
が沖縄より高かった（p <.001）。「内集団思考」は沖縄が北米より高く（p <.001），
「集団思考」
では沖縄および北米が，中南米より高かった（p <.001）。「性別役割分業観」では沖縄が中
南米および北米より高かった
（p <.001）
「
。権力格差」
では沖縄が北米より高かった
（p <.001）
。
「リスクテーキング」では北米および中南米が沖縄より高かった（p <.001）。
地域の特徴を概観すると，沖縄は内集団思考で，他の 2 地域よりも集団主義的で性別役
割分業志向が強く，リスク回避的な傾向がみられた。北米は，相対的に内集団重視の思考
が低く，男女平等主義的で権力に対しても平等主義的であった。中南米は，相対的に父親
の権威が強く，リスクテーキングだが，不確実性に対しては回避的，また集団思考が低い
といった傾向がみられた。
2．地域 ( 沖縄・北米・中南米 ) および移民世代による価値観の検討
現在の居住地域に加えて，北米・中南米の参加者については移民世代の違いによる価値
観の特徴や類似性を捉えるため，多重対応分析による分析を行った。使用したデモグラ
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権力平等主義
非父権的
男女平等主義 個人主義

第

次
元

中立（父権）中立（不確実性）

中南米世
北米世～

北米世

リスク回避

中立（リスク）
中立（権力）
中立（集団） 沖縄県民

不確実性回避
不確実性是認

中立（性役割）
北米世
父権的

中南米世

リスクテーキング

集団主義

権力格差是認
性役割分業主義

中南米世

第次元

図 2 多重対応分析による地域 / 移民世代・価値観の布置図

図２

注：点線は，クラスター分析 (Ward 法・平方ユークリッド距離 ) の結果を示す。

フィック変数は，
（沖縄県民＜県内出身＞，北米移民 1 世，北米移民 2 世，北米移民 3 世～，
中南米移民 1 世，中南米移民 2 世，中南米移民 3 世～）であった。価値観については，
「不
確実性の回避」
「父親権威」
「集団思考」
「性別役割分業観」
「権力格差」
「リスクテーキング」
の 6 項目を使用した 15）。これらの変数は，5 段階（「1．強く反対」～「5．強く賛成」）の
回答を「賛成（4・5 点）
・中立（3 点）
・反対（1・2 点）」の 3 段階に変換し，以下のよう
にラベルづけを行った。
―「不確実性の回避」（不確実性回避・中立・不確実性是認）
―「父親権威」（父権的・中立・非父権的）
―「集団思考」（集団主義・中立・個人主義）
―「性別役割分業観」（性役割分業主義・中立・男女平等主義）
―「権力格差」（権力格差是認・中立・権力平等主義）
―「リスクテーキング」（リスクテーキング・中立・リスク回避）
分析結果を図 2 に示した。固有値は第 1 次元が .31（寄与率 12.1％），第 2 次元が .28（寄
与率 10.7％）であった。寄与率はやや低いものの，解釈可能性から 2 次元が妥当であると
判断した。第 1 次元では，左側に沖縄県民，右側には沖縄系移民がすべて付置されている
ことから，『県民―移民』の軸だと解釈できる。一方，第 2 次元は，下部に北米および中
南米 1 世など初期の移民世代が，上部に北米および中南米の 3 世～と，比較的新しい世代
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が布置されている。このことからこの次元は『世代』の軸として解釈できる。
2 次元で得られた各カテゴリーの座標軸の数値をもとにクラスター分析（Ward 法）
また，
を行ったところ，3 つのクラスターに分類された。デモグラフィック変数を中心にまとま
ると，
「沖縄県民」クラスター，
「北米・中南米 1 世，中南米 2 世」クラスター，
「北米 2 世，
北米・中南米 3 世～」クラスターとなった。このうち「沖縄県民」クラスターには，各価
値観のすべての中立と「不確実性回避」，「リスク回避」が含まれた。「北米・中南米 1 世，
中南米 2 世」クラスターには，「不確実性是認」「性別役割分業観」「権力格差是認」「父権
的」
「集団主義」
「リスクテーキング」が含まれた。そして「北米 2 世，北米・中南米 3 世～」
クラスターには，「権力平等主義」「男女平等主義」「非父権的」「個人主義」が含まれた。

Ⅳ．考察
本研究は，沖縄から海外へ移住した沖縄系移民やその子孫の価値観を，現在の沖縄県民
と比較することで，文化移動に伴う集団の価値観の保持や変容を検討することを目的とし
ていた。
「第 6 回世界のウチナーンチュ大会」参加者のうち，県内出身の沖縄県民・北米
在住沖縄系移民・南米在住沖縄系移民の 3 者で比較した結果，沖縄は内集団思考が強く，
他の 2 地域よりも集団主義的で性別役割分業志向が強く，リスク回避的な傾向がみられた。
北米は，相対的に内集団を重視する傾向が弱く，性役割や権力に対して平等主義的であっ
た。中南米は，相対的に父親の権威が強く，リスクテーキングだが，不確実性に対しては
回避的，集団思考が低いといった特徴がみられた。また移民世代も変数に入れた多重対応
分析の結果，北米・中南米の沖縄系移民 1 世と，中南米 2 世は集団主義的で，伝統的価値
観を持つ傾向がみられた。北米 2 世以降と中南米 3 世以降の世代では，個人主義的で，平
等主義的な価値観を持つ傾向がみられた。以下，詳細を述べる。
価値観 7 項目について沖縄県民と北米在住者，中南米在住者を比較したところ，沖縄県
民は他の 2 地域よりも集団主義的で性別役割分業志向が強く，リスク回避的な傾向がみら
れた。先述のように日本人の価値観の特徴として，集団主義傾向が強く，性別役割分業を
重視することが挙げられるが，3 地域での比較の結果は，現在の沖縄県民が相対的にこの
日本人的な特徴を有する傾向を示すものであろう。一方，北米在住者は相対的に内集団重
視の思考が低く，男女平等主義的・権力平等主義的であった。この結果は，個人主義的か
つ権力平等主義的であるとされる北米の価値観と合致するものである。中南米在住者に関
しては，相対的に父親の権威が強く，リスクテーキングで，不確実性に対しては回避的，
集団思考が低いといった傾向がみられた。先行研究で中南米は権力格差の是認や伝統的価
値観が高いとされているが，父親権威の高さなどは，この伝統的価値観の高さを反映する
ものと考えられる。
以上のように 3 地域間で比較した場合，これまでの Hofstede や WVS など先行研究と一
貫する結果が得られた。さらに得点そのものに注目すると，沖縄，北米，中南米のいずれ
も中点（3.00）以上は「内集団思考」と「父親権威」であり，特に「内集団思考」は国・
地域を問わず高い。このことから，沖縄県民・沖縄系移民を含めた沖縄県系人に共通する
価値観として，内集団である沖縄とその人々（ウチナーンチュ）を大切に思うことと，父
親である男系を重視することに特徴づけられると考えられる。沖縄を大切に思うことは，
様々な県民調査（たとえば河野 , 2013 など）でも示されているうえ，何より本研究のフィー
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ルドとなった「世界のウチナーンチュ大会」そのものが沖縄系移民の沖縄に対する思いを
具現化したものである。また歴史的にみても，海外に移民した県系の人々が，当時の沖縄
の経済を支え，戦争の惨禍からの復興を支援してきた事実は，内集団思考による賜物だろ
う。父親権威に関しては，沖縄では男系中心の門中が形成されてきたが，このような文化
的な習慣が価値観に反映されていると考えられる。その他，従来の日本人的な価値観の特
徴の一つに捉えられてきた集団主義と性別役割分業観については，沖縄県民は相対的にそ
3 地域とも素点が 2 点台と中点を下回る。この結果から，沖縄系の人々
の傾向が強いものの，
は日本人の中では個人主義的傾向が強く，男女平等主義なのかもしれない。現時点では推
測の域を出ないが，このことを検証するため，今後は対照群として日本人（本土の人）を
設定し，比較検討することが必要だろう。
次に，居住地域に加え，海外在住者の移民世代を分析した結果について考察する。まず
沖縄県民については，各価値観すべての「中立」と，「不確実性回避」，「リスク回避」が
近い関係にあった。このことから，基本的に価値中立的な沖縄県民の傾向がみてとれる。
その上でさらに，不確実性やリスクに対してはより回避的な傾向にあると考えられる。現
在，沖縄の若者の県内志向の強さが指摘されているが（例えば新井 , 2015），こういった
現象も沖縄県民の不確実性の回避やリスク回避を表す証左と言えるだろう。
一方，北米・中南米在住の沖縄系移民に目を向けると，北米 1 世，中南米 1 世，中南米
2 世が同じクラスターとなった。地域を問わず 1 世が同じクラスターに含まれたことから，
沖縄で生まれ，
自らの意思で海外に雄飛した 1 世は，共通する価値観（「不確実性是認」「性
別役割分業観」
「権力格差是認」「父権的」「集団主義」
「リスクテーキング」）を有すると
考えられる。中南米ではさらに，1 世の価値観が 2 世にも継承されていると解釈できる。
これらの価値観項目のうち，
「性別役割分業観」は Hofstede（1980）の文化的自己観「男
性性」に含まれる概念であり，当時 50 か国と 3 地域の中で「男性性」のスコアは日本が
最も高く位置づけられている。また，これに「権力格差」を併せた分析から，日本は支配
的でたくましい父親と従順な母親という組み合わせを規範とする文化に位置づけられてい
る (Hofstede, 1991)。また，別の分析で，「権力格差」が大きく「集団主義」にも位置付け
られている。
本研究の結果，主に移民 1 世のクラスターに「性別役割分業観」
「権力格差是認」
「父権的」
「集団主義」が含まれたことは，1980 ～ 90 年代初頭までに実施された先行研究の見解と
も一致しており，いわば 20 世紀の近代的な日本の価値観が 1 世に保持されていることを
示唆するものである。また，1 世の人々は新しい可能性と環境を求め，自ら海外に移動し
た人々である。海外への移動には当然リスクを孕むし，移動したからといって必ずしも成
功するわけではない（不確実性が高い）。同クラスターに含まれた「不確実性是認」と「リ
スクテーキング」もまさに，移民 1 世を特徴づける価値観と言えるだろう。なお中南米で
2 世が 1 世と類する価値観を有する理由として，この地域は伝統的価値観が強い傾向にあ
り，また父親権威が強いためであると思われる。2 世は 1 世である親（特に父親）の生き
方を見て育っているが，父親権威が強い中南米の地域では，その父親の生き方やそれを規
定する価値観が色濃く受け継がれているのではないだろうか。
3 つ目のクラスターとして，北米 2 世と 3 世～，中南米 3 世～がまとめられ，価値観項
目としては「権力平等主義」「男女平等主義」「非父権的」「個人主義」と同じクラスター
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に分類された。このことから，比較的若い移民世代では北米・中南米の居住地を問わず類
似した価値観を保有している，あるいは価値観が世代を経て近似してきていると解釈でき
る。また，これらの価値観は従来，主に北米や西欧諸国で優勢とされてきたものである。
言語，文化やアイデンティティが移民の第二世代で出身地 / ホスト社会のいずれかに分岐
する現象について既に触れたが（稲村 , 1980 など），今回の研究結果からは，少なくとも
価値観において，北米の 2 世以降では現地（ホスト社会）化の方向性で変容していると考
えられる。また中南米の 3 世以降も，これら北米的な価値観を保持していた。先述のように，
WVS の経年比較からは，各文化圏が時期の違いはあれ同一方向（たとえば「伝統的」から「非
宗教的」への変化）に価値をシフトさせていることが示されている。また，Beck & BeckGernsheim
（2002）も，グローバル化は『個人化』と『脱伝統化』をもたらすと指摘している。
「権
力平等主義」
「男女平等主義」
「非父権的」はまさに脱伝統的な価値観とされるものであり，
「個人主義」も個人化を示すものである。つまり，中南米の 3 世以降で見られた価値観の
変容には，世界ないし当該地域におけるグローバル化の影響があると考えられる。
以上により，沖縄系移民の世代によって価値観の相違と変容が認められた。結果を整
理すると，1 世は生まれ育った当時の沖縄（日本）の価値観を保持し続けている。それは
中南米では 2 世にも受け継がれているが，北米では 2 世から価値観の変容が起こり，3 世
以降の世代では，地域を問わず脱伝統的で個人化した価値観が顕著になることが明らかに
なった。
今後の展望と課題
最後に本研究の課題について述べる。本研究では沖縄県民の価値観の参照点として日本
人の価値観を用いたが，必ずしも両者が類似しているとは限らず，検証できていない。日
本人（本土の人）の価値観のデータを収集し，同一調査内で直接比較することで，沖縄独
自の価値観の特徴をより明確にすることができるであろう。また海外移民についても，国
ごとのサンプル数の都合上，北米，中南米と大枠でカテゴリー化したが，国による価値観
の違いも当然考えられる。また移民の現地社会との関係性や適応方略（たとえば，ボリビ
アのコロニアオキナワのように沖縄系の人々が 1 つにまとまって地域コミュニティを形成
しているのか，それとも移住先の社会に幅広く点在するのか）によって，価値観の継承や
変容の仕方が異なることも予想される。そういった意味で，移民のホスト社会とのかかわ
り方（たとえば，Berry のモデルの同化，分離，統合，周辺化のどの状態にあるか）と，
価値観の世代をまたぐ変化を実証的に検討することも必要である。これらの課題を検討す
るためには，日系移民，沖縄系移民に対するより広範かつ一定規模のサンプルサイズを確
保できるような調査が必要とされるだろう。
付記

本調査にご協力いただいた大会参加者の皆さまに感謝致します。また，第 6 回世界

のウチナーンチュ大会実行委員会事務局の皆様，調査員として調査に携わって下さった琉
球大学および神戸市外国語大学の学生の皆様と，調査のマネジメントにご尽力いただいた
山下千春さんに感謝を申し上げます。
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注
1）本研究は文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて実施した（若手研究 (B)，課題番号：
16K17296，研究代表者：前村奈央佳，および基盤研究 (C)，課題番号：15K04031，研究代表
者：加藤潤三）。また，研究計画，質問項目の設定，翻訳等の作業は著者以外に金城宏幸（琉
球大学名誉教授）・野入直美（琉球大学法文学部准教授）・酒井アルベルト（琉球大学法文学
部准教授）・山里絹子（琉球大学法文学部准教授）・グスターボ メイレレス（神田外語大学非
常勤講師）・石原綾華（放送大学大学院文化科学研究科修士課程）の研究チームで実施した。
さらに，本調査の実施にあたっては，第 6 回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局と
共同で行われた。
2）それぞれの国の制度や組織において，権力の弱い成員が，権力が不平等に分布している状態
を予期し，受け入れている程度（Hofstede et. al., 2010（岩井・岩井訳）：p.54）。
3）ビジネスや経営など，文脈によっては「達成志向 ― 協力志向」と呼ばれることもある。
4）ある文化の成員があいまいな状況や未知の状況に対して脅威を感じる程度（Hofstede et. al.,
2010（岩井・岩井訳）：p.177）。
5）Minkov（2007）によって放縦 ― 抑制（indulgence versus restrain）と名づけられた。放縦の極は，
人生を味わい楽しむことにかかわる人間の基本的かつ自然な欲求を比較的自由に満たそうと
する傾向を示す。対極にある抑制は，厳しい社会規範によって欲求の充足を抑え，制限すべ
きだという信念を示している（Hofstede et. al., 2010（岩井・岩井訳）：p.263）。
6）第 6 期までが終了していて，第 7 期の調査が進行中である（2018 年 2 月現在）。
7）過去の「世界のウチナーンチュ大会」での調査によって，沖縄系移民のアイデンティティや，
「“ ウチナーンチュ ” 像」，「ウチナーンチュとしての『民族』意識」等が計量的に検討され，
地域間・世代間比較が試みられている（金城 , 2009, 2010 ; 野入 , 2008, 2009, 2012）。だが，日
系や沖縄系に特化しない一般的な価値観測定項目を用いて，居住国・地域や移民世代による
価値観の差異について検討した例はみられない。
8）大会および調査実施方法の詳細については，同誌掲載の加藤ほか（2018）（1 ～ 20 ページ）
を参照されたい。
9）調査票はまず日本語で作成され，残りの 3 言語に翻訳された。翻訳の際に質問の意味の齟齬
が生じるのを避けるため，最低 2 名の翻訳者による入念な確認作業を経て作成された。また，
オリジナルの日本語版を参照するだけでなく，他の言語間（英語―西語，葡語―西語など）
での整合性も確認しながら翻訳作業が行われた。
10）本研究は「沖縄県系人」の比較であるため，ここでは沖縄出身の沖縄県民のみを抽出し，
他府県ないし海外からの移住者は分析から除外した。
11）アメリカ合衆国，カナダを指す。アメリカ合衆国の回答者は，ハワイ州居住者が約 3 割を
占めた。
12）具体的には，ブラジル，アルゼンチン，ペルー，ボリビア，メキシコからの参加者であった。
13）分析には，IBM SPSS statistic 21 を用いた。
14）かっこ（

）内の数値は，標準偏差 (SD) を示す。また，数値の添え字において同じアルファ

ベットの付いていない条件の間には，テューキーの HSD 法による多重比較の結果，有意な差
が認められたことを示す。
15）「内集団思考」については，3 段階に変更した際，分布の偏りが極めて大きかったため（賛
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成の度数の割合が 85.8％），分析から除外した。
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Values of Okinawan Residents and Emigrants:
Geographic and Generational Comparison of North America,
Latin America, and Okinawa
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key words：value comparison, Worldwide Uchinanchu Festival, Okinawa, emigrant, second generation
The present study investigated value succession and shift in an ethnic group by focusing
on similarities and differences among current Okinawan residents and Okinawan emigrants and
their descendants. A survey was administered to participants of the 6th Worldwide Uchinanchu
Festival held in Okinawa in 2016; we obtained1093 responses. Of the total participants, data of
548 Okinawan residents, 128 North Americans, and 65 Latin Americans who have Okinawan
origin were chosen for this study. Seven value items, uncertainty avoidance, paternal authority,
in-group thinking, group thinking, gender roles, risk taking, and power distance, were used for
analysis. The results of geographic comparison (North America, Latin America, and Okinawa)
suggested that Okinawa scored high in collectivism, gender roles, and risk avoidance. In North
America, a low level of group thinking and egalitarianism in gender and power was observed.
In Latin America, paternal authority, risk-taking, and uncertainty avoidance was high and
group thinking was low. Furthermore, the following generational differences were identified
among migrants: the first generation of emigrants retained Japanese values while growing up;
this tendency was also prevalent in the second generation of emigrants in Latin America. In
North America, however, value change occurred in the second generation. In both areas, more
personalized and less traditional values became strong in the third generation.
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