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はじめに

近代以降の沖縄は、亜熱帯の島喚群という自然地理的制約に加えて、政治的、

社会権力的にも中央から疎外され周辺部に位置づけられたため、疑似一植民地
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的な経済発展（低開発の発展）を余儀なくされ、戦前期を通じて糖業中心の単

作経済に留まった。特に1920年代以降は、そのような経済構造に特有の脆弱性

ゆえに「ソテツ地獄」と呼ばれた不況と窮乏のうちに長く沈満した後、ついに

回復と安定を見ないまま第二次世界大戦を迎え、その最終局面（＝「日米最後

の決戦｣）としての沖縄戦によって徹底的に破壊された。

戦後は、日本国の敗戦の結果として、アメリカの軍政下に置かれることにな

り、特に1950年を前後する時期以降は、恒久的軍事基地の建設が本格的に進め

られた。そして、このような沖縄本島を中心とした軍事要塞化に随伴した「島

内におけるドル穫得」という巨額の「対外受取」の存在は、沖縄の戦後復興の

態様を大きく規定し、いわば軍事植民地的な「基地経済」を招来することになっ

た。

本稿は、このような破行的発展の始まる50年前後の時期の沖縄本島に特に焦

点を当てつつも、時期的には前後５年ほど幅を広げた戦後最初の10年（45年～

55年）を対象とし、地域的には奄美や先島（宮古・八重山）にも適宜配視しな

がら、米軍政下における沖縄（／琉球）の戦後復興について考察を加えるもの

である。

１戦後琉球における分断と隔離

分断と隔離

４５年三月末に始まった沖縄戦で、沖縄本島は約三ヶ月に及ぶ激しい地上戦の

戦場となった。４月１日に沖縄県中部西海岸に上陸した米軍は、日本軍や沖縄

住民を南北に追い詰める形で掃討戦を展開した。そして占領した地域には次々

と住人保護のための仮収容所を設霞し、捕虜となった難民（沖縄住民）をそこ
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に保趣・隔離した。沖縄の人々にとっては、各人が難民として収容された日が

終戦の日であり、その日付けは各人で異なっていた。そして各人の戦後も、そ

れぞれが保誕・隔離された収容所の有刺鉄線の中から始まった。

米軍は、民間人収容所と軍人の捕虜収容所を別個に設極し、日本兵が民間人

に紛れ込むのを警戒した。民間人は男女別に収容され、また捕虜収容所は日本

人兵士、沖縄人兵士、朝鮮人軍夫のそれに分けられた。民間人にはＣＩＶ

(Oivilian)、軍人にはＰＷ（PrisonerofWar）の文字が記された衣服が支給さ

れた。

収容所では食糧が無償で配給されたが、労働もダダであった。米軍は住民や

軍人を収容所に保護・隔離する一方で、日本軍が使用していた飛行場などの軍

事施設を改修したり、新たに建設したりして、それらを自由に使用した。収容

所の外は、いわば全て米軍用地であった。日本の敗戦までは本土空襲や来るべ

き本土上陸作戦のための拠点として、終戦後は対日監視のための存在として、

広大な米軍用地が囲い込まれて急栫えの軍事施設が建設された。収容所内の住

民は、衣食住を米軍に頼る「島ぐるみ救済」の状態にあったが、その代償とし

て、戦争の後片付けや収容所内の小屋作りなどのほか、米軍の軍事施設建設な

どの作業にも狩り出されたのである。いわば後の「軍作業」のはしりであるが、

そうした米軍の絶対的命令により労働のため動員されたという意味では、沖縄

本島の労働可能な成人男女は全て「軍作業」に従事させられたことになる。

戦後沖縄の直接軍政下での極めて制限された「民主化」も、そうした収容所

の中で始まった。４５年８月20日、米軍政府は収容地区の一つ、石川に住民側の

行政組織として沖縄諮詞会（志喜屋孝信委員長）を正式に設置した。９月20日

には沖縄本島および周辺離島16市（収容地区）で市会議員選挙が実施され、婦

人参政権が初めて認められた。ちなみに、米軍は沖縄本島内を11の収容地区

(周辺離島５）に分け、それぞれを市と見なした。その市長選挙は同月25日に行

なわれた。
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米軍は戦中は勿論、戦争終結後も治安と秩序の維持のため、収容地区間の住

民の移動を禁じ、厳しく取り締まった。４５年10月には住民の旧居住地への帰村

が始まったが、移動禁止はその後も続いた。沖縄全島にわたり昼間の自由通行

が許可されたのが47年３月、夜間の通行禁止が解除されたのはようやく48年３

月になってからであった。それまでは、住民は警察の許可なく隣部落に行った

だけで「越境」の罪に問われた。

越境やこの時期の社会相について、『沖縄の証言（上)』（沖縄タイムス刊、

1971年）から井上文男氏（元那覇地方検察庁検事）の証言を引けば、1946年９

月以後、首里の地方裁判所に美里から通勤していた彼なども、「前原署、コザ署、

予那原署、首里署の順で通行許可証を入手しなければならず、うんざりさせら

れた。しかし、1947年ごろまで、外人が沖縄部落に侵入したり、フィリピン人

とＭＰが撃ち合いをしたり、コザでは毎晩ピストルの音が聞こえるという物騒

な時代でもあった」（212頁)。沖縄戦による破壊と島ぐるみ救済のため、戦後初

期には民事事件はほぼ皆無で、刑事でも凶悪事件はなかった。４６年２月には軽

罪の裁判のため簡易裁判所が全島７ケ所に設立され、戦後の民裁判が出発した

が、同裁判所が46年２月から９月までに扱った事件1260件中1200件が軍令違反

であり、その主なものが「越境」であった。

このように、戦後の沖縄本島および周辺離島の住民生活は、「分断と隔離」の

なかから出発した。しかし、こうした米軍の占領地の治安維持の要請からくる

分断と隔離は、沖縄群島内のそれだけではなかった。戦後初期の沖縄／琉球で

は、一方における沖縄群島と、宮古群島、八重山群島および奄美群島（いわゆ

る南北琉球）との間にもより太い分断線が引かれていたのであり、「琉球（諸島)」

の名の下に米軍占領下に置かれたこれら四つの地域は、相互の分断と孤絶のな

かから各々の戦後復興を開始したのである。

地上戦が闘われた沖縄群島と異なって、宮古や八重山の戦禍は、米軍および

英国軍の空襲による破壊が主であった。これら先島では、戦争による直接の人
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命損傷は沖縄本島に比べれば確かに少なかった。だが、八重山では戦後の食糧

難と栄養失調によるマラリヤ禍で死亡した者が直接戦死者の二倍強にものぼっ

たことからも窺い知れるように、戦争の破壊のつめ痕や戦後の住民生活の困窮

は等しく甚大であった。

周知のように、敗戦後の日本（本土）では、本土決戦が回避されたこともあっ

て、連合国による間接占領下で日本政府の統治機構が継続した。それに対し、

米軍単独の占領下にあった沖縄本島では、県庁機構を含むあらゆる社会組織が

破壊された。沖縄群島における民側の中央行政機構は、収容所時代の沖縄諮詞

会（45.8.15～46.4.26）に始まり、沖縄民政府（46.4.24～50.11.3)、沖縄群

島政府（50.11.4～52.3.31）を経て、全琉統一の「琉球政府」（５２．４．１～72.

5.14）の設極となり、それが72年の施政権返還まで続いた。

それに対し、陸上戦闘の行なわれなかった宮古や八重山では、戦後も戦前の

県の支庁が復活する形で自治組織が形成された。両地域とも45年12月に正式に

米軍の占領下に入るが、宮古では宮古支庁（45.12.8～47.3.21)、宮古民政府

(47.3.21～5011.17)、宮古群島政府（50.1118～52.3.31）を経て、琉球政府の

設立とともにそれに統合され、同地域には宮古地方庁が置かれた。八重山の場

合も、日付けに若干の異同があるものの、宮古と同様の経緯を辿った。

このような行政の分断は、たんにこれらの地域に一定の政治的な独立性と独

自性をもたらしただけでなかった。宮古、八重山は、そして後述の奄美もまた、

経済的にも独立した道を歩んだのであった。そしていずれの地域とも、もとも

と言語や文化には独自性が強かったが、戦後の分断は地域住民の自他を区別す

る社会的独自性の意識をより強固なものにすることになった。

奄美諸島は、周知のように、戦前は行政的に鹿児島県に属していた。主要な

八つの島からなる同諸島は、経済的にも鹿児島や九州を通じて日本経済と極め

て密接かつ有機的に結びついていたが、沖縄本島に隣接しているため戦時中は

激しい空襲による被害を受けた上に、戦後まもなく、それも突然に日本本土か
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らの分断を宣告された。北緯30度以南の南西諸島を日本政府から行政分離する

という46年１月29日の連合国総司令部（ＧＨＱ）覚書は、２月２日に奄美に伝

えられ（２．２宣言)、同日をもって奄美の本土から分離が履行されたのである。

奄美もまた、戦争による破壊に続いて、米軍政による分断と隔離を強いられた。

そしてこの戦後奄美に孤絶を強いた分断線は、日本本土との間だけでなく、既

述のように、戦後初期には琉球の他の３群島との間にも引かれていたのである。

こうして、沖縄、宮古、八重山、そして奄美の４群島は、「琉球（諸島)」の

名の下に、連合国の間接占領下にあった日本本土から分断され、米軍の単独占

領下に置かれた。米国は、軍事目的のために沖縄／琉球を占領し、1952年の日

本の講和独立後も占領期と変わらぬ軍事的統治を継続した（奄美は53年12月に

日本復帰した).戦後沖縄はその強大なプレゼンスの下で極めて特異な「復興」

を遂げることになったが、ここで再度確認しておきたいことは、戦後初期には

琉球の４群島は、厳格な境界線によって日本本土から分断されていたのみなら

ず、相互的にも分断され隔絶されていたことである。沖縄／琉球の戦後復興や

戦後初期の社会相を正しく理解するには、この分断と隔離の事実をしっかりと

踏まえる必要がある。

引揚げと密貿易

1944年７月上旬、米軍はサイパン島の日本軍を壊滅させ、同島を占領した。

米軍の沖縄進攻が予想されるようになって、沖縄では守備隊第32軍の増強がは

かられると同時に、九州や台湾への一般婦女子や学童の疎開（｢引揚げ」とも呼

ばれた）が始まった。疎開は44年７月以降、沖縄戦の直前まで続き、その総数

は７万人とも８万人とも言われる。沖縄本島からは鹿児島県や宮崎、熊本県な

どの九州各県を中心に日本本土へ、宮古や八重山からは約２万人が台湾へと疎

開した。
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日本の敗戦後、これら人々の多くが当然のことながら郷里沖縄に帰還した。

日本本土からのこれら疎開民の引揚げや沖縄出身兵の復員が正式に始まるのは、

46年８月以降のことであるが、宮古や八重山では事情が異なっていた。すなわ

ち、これら先島では、日本の敗戦直後から、疎開民たちは台湾から我れ先とば

かりに、戦争による破壊を免れた漁船によって帰島することになったのである。

人々は持てるだけ、積んで貰えるだけの手荷物を持って、次々と帰島を敢行し

た。正式な引揚げが始まる頃には、民間人の疎開者はほとんどがすでに帰島を

果たしていた。

この台湾からの宮古、八重山への疎開民の引揚げが、いわば戦後における

｢密航」の始まりであるが、それは同時に「密貿易」の始まりでもあった。宮古

の漁船がこの疎開民引揚げから密貿易への転換を最初に行ない、やがて八重山

や与那国中継へと拡大していった。『地方自治七周年記念誌』から「宮古群島の

歩み」の一節を引用しよう。

「(宮古の）市町村としては、何はさて置き、疎開民引あげを計画したが、しかし民

衆の力はこれに先んじていた。彼等は有り合わせの船を傭船して家族の引取りに台湾

へと出掛けて行った。機関の弱っている簡単な木造船が荷客を満載して幾度も台湾を

往復した。船主もおびただしい利益が挙がるし、その上船毎に繭んでくるバーター物

資は数倍の利益があった。こうして疎開民引揚船は、漸くして密貿易船にかわって行っ

た。（中略）

疎開民引揚げと共に命懸けの冒険をして密貿易がなされた。

まず台湾、与那国貿易に始まって大島、沖縄に行き、さらに遠く鹿児島、宮崎、大

阪付近まで宮古の小さい二○馬力程度の密貿易船は横行したものである。これらの密

貿易によってもたらされたものとしては与那国からは台湾米、砂糖、煙草、衣類であ

り、沖縄からはメリケン粉、食用品、缶詰等の配給品の横流しがあり、日本から来た

ものとしては主に雑貨類、木材等の復興資材も次第にはいるようになった｡」（前掲書、

944頁。『琉球史料第４集｣、189頁、『沖縄の証言（上)」前掲、205頁を参照）
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このように宮古と台湾を直接往復した引揚げ船から変容してきた密貿易船は、

やがて八重山、特に与那国を中継地とするようになる。また、まもなく沖縄本

島の糸満その他の漁港、熱田、久場崎などの港、さらには奄美諸島を拠点とし

た密貿易も盛んとなり、香港や日本本土との密貿易ルートが太くなっていった。

こうして密貿易は戦後、それも40年代後半の時期に盛んに行なわれたが、５０年

代に入ると急速に終息に向かった。それはなぜであろうか。

その最大の理由は、われわれが前節で見たように、沖縄／琉球の諸地域（４

群島）が幾つもの分断線によって外界から、そして何よりも相互に、切り離さ

れ隔絶されていたからに外ならない。この点に関連して、糸満町（現糸満市）

の上原仁五郎氏の体験証言を引いておこう。

「密貿易には三つのルートがありました。一つは先島を中継する台湾ルート、それも

初期の宮古から八重山、与那国中継へ移って、琉球内の自由取り引きが許された1948

年ごろまでが全盛時代で、その規模が大きくなったのが香港ルートです。1949年以降

は、琉球内のウマ味が薄れて、もっぱらトカラ群島の口之島ルートに集中しました｡」

（『沖縄の証言（上Ⅲ205頁）

「糸満にあった七トンから二十トンていどの船はもちろん、与那国や日本本土の漁船

み、よく利用しました。（中略）船を喜屋武岬沖に待たせておき、白昼は危険なので

夜中にクリ船で品物を運んだものです。先島ルートは、おもに米軍のラシャの軍服、

毛布、食料品、香港ルートは砲弾の薬きょう、ガソリン、銅線類が喜ばれ、日本向け

には米国製医薬品、とくに肺結核の新薬のマイシン類やサルファ剤、モルヒネのほか

コーヒーなど、それぞれの国情がうかがわれます。それを台湾の米、砂糖、ポンカン

酒、自転車のタイヤ、チューブ、香港の日曜雑貨類、本土の木材、果物、千切り大根、

つけ物、ナペ、瀬戸物などとバーターしました。軍票などとの現金交換もあったよう

です｡」（同上、205-6頁）

このような内実（物資の移動）を持ち、４０年代後半に盛んに行なわれた密貿

易であったが、５０年以降、急速に衰退した。その原因を探り当てるには、およ
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そ密貿易というものが、そうした交易が行なわれる各地域間の「分断と隔離」

を前提とすること、すなわち、そうした各地域のそれぞれに特産品やその他の

移出可能な物資があること、そしてそれにも拘わらず公式の自由貿易の禁止さ

れるか、大幅に制限されていることを前提とする。したがって、かなりの危険

性を冒してまでも、主としてバーター取り引き（現物交換）という原始的方法

によって、分断線を越えて物資を移動させることで生じる数倍から十数倍の価

値変化から利益を引き出すという、いわば冒険資本主義的な営利行為は、上記

の前提が消失するとともに自ずと衰頽せざるをえないだろう。それゆえ、つと

に『沖縄の証言』が述べていた次のような指摘と結論は、まったく正当と言わ

ざるをえない－－「1950年に、やっと日本本土との民間自由貿易が再開され、

物資がドッと入荷するようになって、密貿易も色あせていった。いわば密貿易

は過渡期の必要悪だった｡」（同上、210頁）

２伝統社会の復活と変容

村落共同体の復活

沖縄本島の住民が、米軍の計画に基づいて、収容所から解放されて旧部落へ

の帰村を許されたのは45年１０月であった。この第１次の計画は、翌46年１月に

ほぼ一段落したが、しかし住民が収容所に隔離されていた間に米軍は広大な用

地を軍事施設として囲い込んだり、立ち入り禁止地区に指定したりして、当初

は開放地域も制限されていた。そのため、部落が丸ごと接収されて旧居住地に

戻れない人々も多かった。また、それらの人々には、暫定的な居住地に移りは

したものの、その居住地の変更を幾度も余儀なくされた者たちも少なくなかっ

た。このような曲折を経て、住民の戦後初期の収容所からの帰村や部落を接収
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された人々の新たな居住地への移動は、５０年春頃にほぼ完了した。

与那国のぼる氏は、この戦後初期の時期における米軍の囲い込みにより１日部

落を接収されたことによって、数多くの住民が旧居住地から切り離されたこと

を、戦後沖縄の都市化を中心とした社会変動を促した重要な契機として強調し

ている。たしかに、沖縄本島の特に中南部では、軍用地に宅地や農地を接収さ

れた部落も多く、これらの住民は基地周辺に居住地を割り当てられたり、求め

たりした。そして、その多くが軍作業や基地関連の仕事に就き、中南部の都市

化の－大要因となった。（与那国ｒ戦後沖綱の社会変動と近代化』、第１章参照）

だが、この戦後初期の米軍の土地接収によって強いられた流動化を、戦後沖

縄の社会変動の原因として過度に強調するのも問題である。たしかに一面では、

沖縄社会は戦後初期の時期には、与那国氏の指摘する以上に、きわめて高い流

動性を示した。それには、多くの部落が接収されたということだけでなく、耐

久性のある住宅がまだなかったこと、米軍部隊駐留地や基地ゲートの頻繁な移

動、軍作業員用のカンパンや規格住宅地域の変遷、さらには政治行政の中枢の

移動など、数多くの要因が作用していた。

しかし同時に、事柄を他面から、というより全体として見れば、一九五○年

頃までには沖縄本島の住民の圧倒的な部分は収容所から元の部落に帰村したこ

と、しかも48年頃までは自由移動さえ制限されて狭い村落に封じ込められてい

たのも事実なのである。また、旧部落を基地に奪われた各地の住民にしても、

同じ町村もしくは隣の町村の一角にまとまって集住したり、せいぜい数カ所に

分かれて散居し、旧居住地が返還されるのを待ち続けたのがほとんであった。

要するに、沖縄の住民のほとんどは元の村落に帰還し、そこで根幹的な部分に

おいて伝統的な共同体生活を復活させたのである。村落祭祀、門中制度、ユイ

などの相互扶助の慣行、年中行事、伝統芸能など、その要素を数えあげればき

りがないであろう。

かくして、1950年頃までは、拡大を始めつつあった本島中南部の市街地を除
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けば、沖縄はまだ圧倒的に農村社会であった。農民はイモや野菜を作り、それ

を自家消費したほか、市町村直営の売店に供出したり、物々交換やヤミ取り引

きをして生活物資や現金を手にしたが、米軍配給の食料品が廉価で出回ってい

たため、収入はきわめて低く、概して社会の厚い底辺層をなしていた。ちなみ

に、沖縄の農業に光が当たりだすのは、日本政府の特恵措置によってサトウキ

ビとパインの輸出が増えてくる1950年代末になってからのことである。

４０年代後半の沖縄の主な職業といえば、公務員と軍作業と農業であった。前

二者が概してエリート的職業だったのに対して、全住民の約７割という多数を

占めた農業では、男だけでなく女も田畑に出て、真っ黒に日焼けしながら酬い

の少ない労働に精をだしたのである。この表舞台に出ることの少ない人々が、

沖縄の伝統的共同体の復活を主に支えたのである。

しかし、伝統的共同体とはいっても、沖縄戦を経て米軍占領下で復活したそ

れが、戦前の共同体の単純な再生ではありえず、大きな変容が見せていたこと

も言うまでもない。沖縄戦は若い成年男女、特に男の数を減少させるという人

口構成上の歪さをもたらしていた。米軍による戦後の土地接収は、もともと少

なかった農家一戸当たりの平均耕作面積をさらに減少させた。また、近くに基

地のない農村地域では、戦後新たに登場した「軍作業」が時とともに若い男女、

特に男の働き手を村から流出させることになった。

これらの事実に加えて、ここで一言付け加えておきたいのは、米軍の性暴力

の問題である。上記のように、この時期の沖縄の農業を支えていたのは、ある

意味では若い女性と年配の男女であったが、米軍の性暴力に曝される危険の最

も高く、犠牲が多かったのも農家の主婦や娘たちであった．４９年のタイム誌記

者フランク・ギプニーの有名な「忘れられた島」が記すように、４０年代後半の

時期は米兵の規律が極端に素乱した時代だった。「沖縄は米陸軍の能無しの掃き

だめになっていた。さる九月に終わる過去六カ月間に米軍兵士は殺人二十九、

強姦十六、殺傷三十三という驚くべき数の犯罪を犯した｣。食糧のイモを掘りに
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畑に行った農婦や、農作業中の老若の女性などを中心に、鯵しい数の沖縄の女

性が犠牲になったのである。ちなみに、米兵の性暴力がホステスに集中するよ

うになるのは、６０年代以降のことである。

軍作業と戦果

４５年６月末に沖縄戦の組織的戦闘が終わった後も、日本の敗戦までは、収容

所内の住民や捕虜には握飯程度のごく僅かな糧秣しか配給されなかった。しか

し、米軍は日本本土への上陸作戦に備えて食料品を含む大量の軍需物資をすで

に沖縄本島に備蓄しており、日本の敗戦後は無用となったこれらの物資が住民

への配給に回されるようになり、食糧事情もいくらかは改善された。

これらの物資はダダで配給されたが、労働もダダでさせられた。その意味で

両者は代償関係にあったが、しかしここで重要なことは、それは総体として言

えることであって、住民個々の立場から見れば、配給体系と労働力徴発体系と

は一応別個のシステムをなしていたことである。つまり、個人の能力や労働量

に、配給量が個別的に対応しているわけではなかった。

それゆえ時とともに、インセンティブの高い労働とそうでないものとの違い

が現れ、それが人々の意識と行動を規定するようになるのは自然の成り行きで

あった。すでに収容所の中においてそれは現われていたが、元の居住地に戻り

家族と住むことができるようになると、皆がいきたがる職場とそうでない職場

の相違がますます明確化していった。生活の糧となるうる物資の殆どは米軍の

掌中にあったので、「軍作業」と呼ばれた仕事、なかでも米軍物資の入手という

役得により多く恵まれた職種や職場に人気が集まった。

４６年５月に法定通貨（Ｂ円）が公布され、労働に対して賃金が支払われるよ

うになり、また配給も有償となったが、給料や配給物資の値段は極端に安かっ

たので、米軍の横流れ物資がどれだけ手に入るかという役得によるインセンテイ
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ブ・システムは、その後も長く続くことになった。かくして、４０年代後半を通

じて、通訳、ドライパー、軍食堂の炊事班、ＰＸの売り子等がエリート職種と

なった。

ここで、４０年代末頃の村落社会の復活や軍作業について、当時の小禄村長だっ

た長嶺秋夫の回想を利用しながら、少しばかり具体的に見ておこう。

長嶺秋夫氏は戦前は教員、戦後は小禄村長を経て立法院議員として活躍した。

「昭和二十三年三月米軍政府布令によって市町村制が公布されると、私は第二の人生

を政治家活動に踏み入れた。永年暮らしなれた教職の生活に別れを告げ、小禄村長に

当選した時は三十九歳だった。当時の小禄村は村総面稲の八三％が軍用地に接収され、

住むに土地はなかった。飛行場に土地を接収された大嶺、鏡水、赤嶺、金城、安次嶺、

当間の六区民は、いきおい高良、宇栄原、小禄を中心に移り住み、ひしめき合った。

そのころから元の区民と他から移り住んだ区民が、居住地をめぐり反目、トラブルも

絶えなかった｡」（『私の戦後史第６集」沖繩タイムス社、1982年、５０－１頁）

そこで村民同士の対立を憂慮した青年たちが、旧勢力に対抗できる人物とし

て村長に擁立したのが長嶺であった。彼が48年２月に小禄村長に就任してから

尽力した仕事には、次のようなものがあった。第１に、基地内の遊休地を演習

のない土、日曜日に限って「黙認耕作地」として開放して貰い、村民の食糧の

確保に努めたこと。第２に、米軍那覇空軍基地に多くの村民を「軍作業に送り

込み、村民生活の安定をはかった」ことである。

「あの当時の児童生徒の憧れの的は、何と言っても『軍作業」であった。軍作業に行

けば給料はもらえるし、食べ物にもありつけたので、子どもたちが軍作業に憧れるの

も無理もなかった。（中略）子どもたちの夢は、つぶさに食綱難の時代を象徴してい

たのである。／いまでは、軍雇愉員といっても、それほど若い人たちの憧れの的には

なっていないが、当時は言葉では言い尽くせないほど人びとの心を惹きつける職業で

あった｡」（長嶺秋夫『私の歩んだ道」1985年刊、101-2頁）

「私が村長をしていた時の軍作業の職種の多くは炊事班、ドライバー、洗溺業、ハウ
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スボーイ、ハウスメイドなどで占められていた。その中でも炊事班の軍作業に占める

地位は大きく、子どもたちの作文のほとんどに炊事班のことが触れられてことでもそ

れはよくわかることである。炊事班に働く人たちが持ち帰る品物は使い残された油、

ケーキ、鶏の足、卵、砂糖、パンの切れ端、紅茶の残りものなど得がたい食料品であっ

た。残飯の中に隠し持ってくる品も種々様々で、それらの中には当時としては珍しい

リンゴやナシなどの果物類もあった｡」（同上、103-4頁）

炊事班の次にきたのが、「洗濯業」であった。もちろん、当時は基地内を回っ

て注文を取る個人業で、労働にはきつくつらいものがあったが、「洗濯業は現金

収入につながっていただけに、とくに捨てがたい職業の一つであった。洗濯業

の報酬は当時、タバコであった。タバコは貴重な品物で、何しろ、その－ボー

ルは当時の教員一カ月の給料に相当する時代であった｡」（同上、105頁）

そして最後に、多くの者がハウスボーイやハウスメイドとして働いたが、前

二者に比べると米軍物資の入手の機会に乏しい魅力を欠く職種だった。長嶺の

著書からある主婦の証言を重引しておこう。

「朝は八時に出勤し、帰るのは五時でした。私たちが働いていたところは割と階級の

高い上の軍人が多く、それだけに独身者はほとんどいませんでした。軍人二人にメイ

ド－人が使われていましたが、当時の兵舎はコンセットで、確か一棟に四、五人のメ

イドがいたと思います。給料はＢ円で二千四百円だったと覚えています。もちろん、

それだけでは生活できないものですから闇の洗濯業をやり、兵隊一人から六百円もらっ

ていました｡」（同上、107頁）

さて、話を長嶺に戻すと、彼が村長として手腕を発揮した第３の仕事が、米

軍の「ちり捨て場」を村に移管させたことである。

「何しろ、その当時の米軍は、わずかでも容器にきずがつくと、ビールや肉の缶結類

をはじめ、食料品や材木などにいたるまで相当の鼠を毎日のように廃棄し、Ｍｐの立

ち会いで焼き捨てていた。その中で、ビールはともかく、肉類や缶詰をはじめ、多璽

の食縄や材木が焼き捨てられるのを見ると、食糧、物資不足の時代であったし、もつ
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たいなくてどうにかならないものかと村長としていつも考え込んでいた。そこで早速、

基地司令官にかけ合って米軍廃棄物処理場の管理を村長に移管してくれるよう頼み込

んだ結果、承諾がえられたので、使える物資は入札制にして一般の業者に払い下げる

ことにした。このような方法によって得られた収入は村財政の再建に大きく役立った

し、小禄村の復興、発展にもつながったのである。それは、村長としての私の政治手

腕にもかかわり、政治生命にもつながったのである｡」（同上、９２－３頁）

長嶺の第４の仕事が、基地に部落を取られた住民たちのために、米軍に山岳

部の軍用地を開放してもらい、「新部落」の宅地造成を行なったことである。

｢宅地の割り当ては部落ごとに抽せんした。さらに部落でも抽せんで区画地を個々

に謹与、苦楽を共に分かち合う村民性の高揚にも心がけた」（同上、122頁)。か

くして、「新部落」地域には、大嶺、安次富、鏡水などの出身者たちが部落ごと

に集住したが、それは今日にまで至っているのである。

そして最後に、村長1期目の長嶺が行なったのが、米兵向けの「新町」を作っ

たことである。

「米兵は休みともなると住民地区に入りびたりした。そこへ米兵相手の女が、たむろ

してきた。黒人兵の婦女暴行をはじめ、米兵の犯罪も多発する。風紀面といい、治安

対策にも問題が多く、教育環境も好ましくない事態が起きた。そこで解決策として

『新１０ｍの建設ムードが住民の間で盛りあがり、村も乗り出した。

それより先、ホワイトビーチの近くの勝連村に松島、宜野湾真栄原と米兵相手の

「基地の町」が誕生、それにならい小禄村でも特殊地帯を設けることにした。たまた

ま軍用地の金網外に赤線だけ引かれた未使用地があり、そこを特殊地帯に指定し業者

を募集した。すると那覇はじめ、中部地方からもわんさと希望者が押しかけ予定の業

者はいっぱいになった

こうして新町の開業もはじまり、町は活気を呈しにぎわいをみせた。だが新町の営

業も軌道にのったころ、またまた米軍から衛生面が悪いと「オフリミット」をくわさ

れた。米軍人相手の飲食店や遊技場の商売は、あがったりになり業者は騒ぎ出す。そ
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のつど私は、米軍にかけ合い解決策をみいだした。こうした私の対米折衝は、また村

民生活の共存共栄の村行政運営は、住民からも高く評価されて第二期目の村長選挙は、

無投票で再選された｡」（『私の戦後史第６集｣、54-55頁）

長嶺の村長二期目の後半、５２年12月に小禄村具志部落の軍用地強制接収問題

が起きるが、この問題についてはここでは立ち入らない。

本節の最後に、軍作業との関連で「戦果」についてひとこと触れておこう。

米軍基地から流出する物資には、軍作業員の賃金の一部として支払われた（特

配）物資や、ＰＸから安価で買い出される物資などの外に、米軍物資をくすね

ることで収得されたいわゆる「戦果」物資があった。その場合、小禄村の例で

見たように、軍作業の役得として米軍当局によっても許容され黙認されていた

物資と、そうでない物資との境界はしばしば暖昧で、また時とともに変化した。

米軍物資が各地に野積みされ、腐臭でその場所が容易に知られるといったよう

な戦後もごく初期の時期には、それらを無断で失敬する行為も、さして罪の意

識を伴うものではなかった。しかし、やがてそうした野積み物資も底をつき、

米軍も倉庫などを作って管理を厳しくしたり、また軍作業の報酬の貨幣払いの

比重が大きくなるに従って、米軍も住民も次第にそれを犯罪視するようになり、

事実また犯罪としての性格を強めたり、文字通り犯罪と化していった。だが、

そうした犯罪化した「戦果」も50年代に入ると急速に終息へと向かったのであ

る。

「｢戦果」をあげるには内部にいて、作業の帰りに持って帰るのと、その目的のため

に単独もしくは組織で基地に押し込むのとがあり、後者は一般に「切り込み」と呼ば

れた。切り込みは沖縄人だけでするものと、米兵を巻き込むものとがあり、前者は技

術的失敗による危険、後者は裏切りという危険があり、失敗の代償が生命になること

もしばしばであったが、一向に衰えず、1949～50年頃をピークに51年に開始された公

式の民間貿易が軌道にのるまで盛んに行なわれた｡」（久場政彦編『試験管のなかの

100万人」毎日新聞社、1972年、７４～75頁）
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このように、「戦果」もまた、密貿易と同じく、米軍占領下の「分断と隔離」

と密接に関連していた。

統制経済とヤミ取引

沖縄住民の生活が米軍の配給に頼る状況は、帰村後も長く続いた。４６年５月

にはＢ型軍票が法定通貨として公布されて貨幣経済が復活し（それまでは無貨

幣で物々交換が行なわれ、時に米国製タバコが貨幣の役割を代用した)、賃金制

が導入されるとともに、それまでの無償配給は有償配給にかわった。だが、貨

幣経済が復活したとはいえ、４８年11月に自由企業制が始まるまでは、物価も賃

金もきびしく統制されていた。戦前の米価等を基準に諸物価の公定価格が設定

され、また職種ごとに最高賃金、最低賃金が公定された。各町村には数カ所の

直営売店が設けられ（全沖縄で226箇所)、住民の配給カードを整えて、米軍か

らの補給物資や農民の供出食料品などが米軍政府の定めたカロリー表に基づい

て有償配給され、その売上げの一部で町村吏員の賃金が賄われるという仕組み

であった。

こうした統制経済は、建前としては48年11月まで続いたが、しかし水面下で

はそれ以前から実質的な破綻が進行していた。売店の配給品のみでは満たす事

のできない生活必需品が数多くあったからである。「戦果」を含む米軍からの流

出物資、配給の横流れ品、密貿易による流入物資などがヤミで取り引きされ、

折からの急激なインフレの進行もあって、農民もイモや米などの農産物を村の

売店に供出するのを嫌がるようになった。４６年８月から沖縄出身の軍人、移民、

九州などへの疎開民などの引揚げが公式に始まり、それとともに人口は膨らん

だが、物資窮乏は改善されなかった。その一方で、これらの人々の持ち込んだ

日本円や軍から民政府予算に注ぎ込まれる支出の拡大が流通通貨量を膨張させ、

猛烈なインフレと混乱を惹起したのだった。この47年から48年頃のインフレ昂
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進の時期は、賃金の一部（場合によっては大半）が現物によって支払われたり、

様々な方法で米軍物資を手に入れる機会の多かった軍作業員が脚光を浴びた職

業で、逆に公務員や教員などの給与生活者にとっては、物価高騰に給料改訂が

追い付かず、厳しい時代であった。

この時期の混乱を象徴するのが、４８年８月１７日の米軍政府による市町村の配

給物資売店の閉鎖の指令であった。さすがにこの指令は直後の26日には撤回さ

れたが、このエピソードは、米軍の横暴を示す事例として比較的知られている

ので、ここでは省略しよう。

1948年は、５０年頃から本格化する経済復興のための前提となる様々な改革が

行なわれた年であった。５月１日には全琉の中央銀行的な役割を付与された琉

球銀行が設立された（株の51％は米軍が保有)。７月には、第３次通貨交換が行

なわれ、全琉の法定通貨がＢ円に統一された。また、一方における物価と賃金

の統制と、他方におけるヤミ市場の存在という二重経済の状態やインフレの昂

進という混乱から自由経済を求める声も高まり、１１月１日には自由企業制が実

施され、企業の自由取引、列島間の自由交易が認められた。しかし、この時期

には工業などの生産業はほとんど育っておらず、企業として認可されたものの

大部分は商業、それもごく零細な小売業（小商店）であった。また、自由企業

制とは言っても、1950年10月までは民間業者による貿易は一切禁じられていた。

49年９月に「琉球列島貿易庁」が「琉球貿易庁」に改称されて対日貿易に専念

するようになり、特に50年３月以降、大量の日本製品の買い付けを行なって民

間業者に入札販売を行ない、いわゆる「貿易庁ブーム」という活況を呈する頃

までは、物資不足とインフレは相変わらずであった。

ところで、対日自由貿易が始まる以前に、米軍政が前述のインフレと混乱を

収束するために取った措置が、４９年１月31日の補給食糧価格の値上げの指令に

よる流通通貨の回収策であった。この食糧品３倍値上げの発表は、沖縄住民に

衝撃を与え、大きな反擬を引き起こした。２月９日には、食糧値上げ反対那覇
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市民大会が開かれるなど、住民の強い反対の声をうけて、米軍も３月１日には

補給物資値下げを発表した。

かくして、すでに49年頃には、貨幣経済復活以来のインフレと混乱を収束す

るために、流通通貨を回収して通貨量を収縮させるという乱暴な方策は米軍と

いえども採用し難いものとなっていた。一方、東アジアでの冷戦的情勢の進展

に伴って沖縄の戦略的重要性も高まり、４９年５月には米国の沖縄長期保有の方

針が確定していた。だが、基地建設の本格化はドルの放出を伴い、沖縄の経済

的混乱に一層拍車を駆ける懸念があった。これら諸条件に直面して、1950年前

後から採られた基本政策が沖縄の基地経済化の道であった。すなわち、基地建

設によるドルの放出で沖縄の復興を行なうとともに、放出通貨の膨張に見合う

形で消費物資を外部から大量に流入させる、つまりは日本本土から輸入するこ

とで、同時に日本の復興にも役立てるという「ドルの二重使用」の方針がそれ

であった。

こうした米軍の方針転換は、沖縄現地ではシーツ軍政長官の着任（49年10月）

頃から具体化し、そしてそれは住民の要望とも合致していたが、もっと巨視的

に見れば、４８年頃から目立ってきた戦後日本における改革から復興への「逆コー

ス」路線に見合うものでもあった。沖縄現地における経済混乱とそれを収拾す

るための政策的な試行錯誤、中共の成立、そして朝鮮戦争の勃発という要素が

積み重なっていく中で、５０年頃から沖縄の軍事要塞化と日本の復興を両立させ

るという基本政策が採用され、履行されていったのである。ちなみに、「琉球列

島における軍のＢ円交換比率」が公布され、ドルとＢ円との為替レートが１ド

ル＝120円に一律固定され、ドルの二重使用の金融上の基礎条件が整うのは、５０

年４月のことであった。
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３基地経済への道

ドルの島

1950年以降の沖縄の復興を支えた最大の要因は、米軍基地の建設と維持のた

めに支払われた巨額のドルであった。この「基地に依存した復興」の大まかな

特徴を考察するために、５０年前後の時期の沖縄／琉球の「国際貿易」の実態お

よび「国際収支」の推移を見ていくことから始めたい。

前述のように、終戦後５年間は、沖縄／琉球では外国貿易は公式には殆ど行

なわれなかった。貿易といえば、琉球列島貿易庁による列島間貿易と、日本本

土への輸出がごく小額あったのみだった。住民の必需物資は、若干の島内産品

を除けば、占領米軍の余剰物資とガリオア、エロアなどの援助資金による配給

物資で賄われた。米軍雇傭の労務に支払われる賃金も、最終的には有償の配給

物資の代価として回収されていたのであって、蓄積外貨によって公式に消費材

の輸入が行なわれることはなかった。

輸出だけは、早くも46年から政府貿易が行なわれ、本来は琉球内の「貿易」

を管轄した琉球列島貿易庁が代行して、貝殻、海人草、百合根、ソテツ葉など

の原始的産品が日本本土に輸出された。それに対して、輸入は50年にはじめて、

日本本土からの貿易庁による政府輸入が行なわれた。そして同年10月20日には

民間貿易が正式に認可され、翌年からは政府貿易に代わり民間主導の輸入が本

格化することになった（表を参照)。

４９年４月、商業ドル資金制度が設けられたが、当初はその運用ももっぱら米

国民政府の管理下に置かれた。「国際収支」が統計数字として表れるのはこれ以

降であるが、積立てが始まった49年３月末の手持ちはわずかに25万９千ドルで

あった。同年末までの受取は282万ドルであるのに対し、支払はわずかに79万ド

ルで、年末残高は203万ドル増加している。このように輸入は、翌50年の貿易庁
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表１輸出総額の推移

1946年71,091＄（貿易庁代行）

1947年60,799＄〃

1948年99,863＄〃

1949年198,463＄〃

1950年699,644＄〃

1951年3,431,724＄〃

1952年5,002,188＄〃

1953年8,158,621＄〃

（奄美１２月分を除く）

出典：琉球政府経済局「琉球経済の現況」1954年６月、

『琉球史料第７集（経済編２)」１頁。

表２国際収支（1949～57）

取辨
払
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支
琳

二》一一
弗

弗
上
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’
９
８
７
６
５
４
３
２
梅
◎

１

●

●

●

■●

Ｉ９４１Ｆｏ５Ｉ，Ｚラヨ５４１１９６５７

出典：『沖縄年鑑』（昭和34年)、『琉球史料第６集』３２頁
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による買い付け、同年末の民間貿易の認可までは極めて少なかったことが分か

る。

1950年は、本格的な基地の建設工事が始まり、この年から52年までの３年間

はドル受取が急増した。軍作業、土建業者の軍工事、軍人軍属の消費など、島

内におけるドル獲得が主体で、さらに島内産品の狭義の輸出、海外からの送金、

その他の貿易外収入が加わり、黒字幅も大幅に増えた.５０年の年間受取総額は

904万ドル、支払額は360万ドルで、年間598万ドルの黒字を残している。この年

の島内におけるドル獲得は870万ドルで、年間受取総額の96％を占めている。

５１年に入ると、受取総額も前年比で2.6倍の大幅増となったが、輸入も4.6倍

とそれに劣らず急増した。基地建設のため5,300万ドルという莫大な軍工事が発

注され、日本、米国、フィリピンなどからも多数の業者が参入した。この軍工

事ブームがドル収支拡大の主体で、島内におけるドル獲得（円販売）は比率は

落ちたが、それでも79％を占めていた。

表３国際収支の内訳（1951年、単位千ドル）

受取割合（％）

輸出3,682１５．６

送金７３３１．５

円販売１８，６２３79.0

その他９０５３．９

合計23,583１００

支払（％）

輸入16,321９７．１

その他４７７２．９

合計16,798１００

出典：『沖縄年鑑』（昭和34年)、『琉球史料第８集

（経済編１Ｍ、３３頁

52年は、受取で前年比2.3倍、支払で2.5倍の急増で、黒字も拡大してドルの



1950年前後の沖繩（波平恒男） 125

年末残高も大幅に拡大した。島内におけるドル痩得（円販売）も受取総額の８４

％に回復している。支払総額の95％は輸入代金として使われ、民間貿易の本格

化によって消費物資を中心とした生活物資、建設資材などが日本本土から多量

に輸入された。民間においても建設ブームが起き、復興が目に見える形で進展

した。

このように、５０年代の最初の３年間は基地建設ブームで沸き返ったが、53,

54年の２年間は、成長にやや停滞感が漂った。５３年には基地建設ブームも山を

越し、受取総額が微増にとどまったのに対し、輸入の急増傾向は止まらず、年

間収支は僅かながら初めて赤字となった。

５４年は、軍工事の支払い減少、奄美の復帰などで統計上の収支規模が初めて

縮小した。しかし、民間建設業者の工事量は多く、さらにこの年から軍用地代

の支払い、日本政府からの年金や恩給の支払いが始まるなどの要因が加わって、

収支は黒字を回復した。

５５年、５６年の２年間は、沖縄経済は再び活況を取り戻し、拡大期を迎えた。

鉄鋼景気によるスクラップの輸出、琉球産品への日本政府の特恵措置などの条

件に恵まれ、輸出による貿易受取りが大幅に増えるとともに、海兵隊の日本か

らの移駐に伴い再び基地工事ブームとなり、島内のドル稼ぎも増大した。特に

56年は、受取総額も大幅増であったが、支払総額もそれに劣らず急伸した。

以上、沖縄戦終結後から50年代半ば頃までの沖縄の経済復興の模様を見てき

た。一見して明らかなのは、４０年代後半が沖縄戦を経ての敗戦と占領に伴う

｢島ぐるみ救済」とその延長という過渡的状態にあったのに対し、５０年代前半の

沖縄経済は、基地の建設と維持のために米軍が支出した巨額のドルを軍作業そ

の他の手段で獲得し、この年々巨額化していく「対外受取」を日本本土からの

消費物資を中心とした輸入で消尽するという「基地経済」としての特徴を次第

に強めていったことである。そしてその際、対外受取りのほぼ８割以上が「島

内におけるドル獲得（円販売)」で、さらにその７割ほどを広義の「軍作業」の
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労賃が占めていたとされるように、基地経済形成の初期における軍作業の比重

にはきわめて大きなものがあった。

コザの街の形成と発展

本島中南部の都市地域、すなわち旧コザ市（現沖縄市）や、コザ市周辺の中

部一帯から宜野湾、浦添を経て那覇に至る市街地域が、基地の存在と密接に関

連して発展してきたことはよく知られている。これらの地域は、戦前は純農村

地帯であったが、戦後に基地の集中する地域になったため、次第に人口の集中

し市街化が進展するという経過を辿ることになった。

この中南部の都市化の過程を全体として詳しく考察することは、５０年前後の

時期を対象とする本稿の課題範囲と紙幅を越えている。だが、５０年頃の社会相

に正確に想像を及ぼしうるためにも、その初期局面について、それもごく限定

された事例と証言を用いた点描という方法で、ここで簡単に触れておきたい。

考察の便宜上、当時の越来村長だった城間盛善と、社会福祉の先駆的活動で知

られた島マスという二人の人物と証言を取り上げ、基地に張り付くように発展

してきたコザの都市化について見ておくことにしたい。また、その過程で、先

の小禄村の「新町」に対応する、センター通りや八重島などの歓楽街の発展の

問題にも論及しておきたい。

コザ市の前身である越来村は、戦前は人口８千余の純農村であったが、戦後

嘉手納基地の第２ゲートが近いことから急速に市街化が進み、那覇市に次ぐ沖

縄第２の都市として発展した。城間盛善は、戦前は英語教員、戦後は通訳、嘉

手納基地内のＰＸのマネージャーを経て、４８年２月１日の第１回目の市町村長

選挙でその越来村の村長に選ばれた。その点、先に見た小禄村長の長嶺と同様

であった。

「越来村は、嘉手納空軍という巨大な基地を控えていた。そのため軍作業員や商売人
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がわんさと押しかけ、人ロは増えるばかりだった（当時の人口二万人のうち、村民は

八千人)。一方では村の三分の二は、基地に占領されている。村民が農業をしたいと

望んでも、返してもらう望みはまずなかった。こうなると純農村だった越来村は、基

地を背景にした商業都市への転換以外に道はなくなったのである。私は越来村復興へ

の努力を、この一点に絞った｡」（『私の戦後史第６集」前掲、288頁）

ところが、４９年に突然、基地周辺１マイル地域での新規建物の「建築禁止令」

が公布された。越来村はその１マイルなかにすっぽりおさまり、しかも当時は、

みんなトタン葺きのバラック住まいで、台風でも壊れない耐久性のある住宅は

ほとんどなかったので、この禁止令は村の存亡の危機を意味した。

「この指令が出た理由を突き止めてみると－－.第一に泥棒が入り込む、第二に衛生

状況が悪い。第三が売春が多いということだった。それならこれを取り除く運動を起

こそう、ということになった。（中略）中部地区市長村長会を持ち、二つの解決策を

考えた。まず衛生が悪いという理由には、徹底的な澗掃作業。もう一つは「道義高揚

運動」という時代がかったスローガンを掲げ、盗難防止と売春追放を実施することに

したのである。

なかでも一番難しかったのは、売春問題だった。越来村には、部隊や軍用道路の近

くに間借りをしている特殊婦人が多かった。白昼堂々と米兵を引き入れふざけている

様子は、村民のひんしゆくを買っていた。子供に及ぼす影響も、悪いものがある。私

は部落ごとに集会を開き、理由を説明して協力を求めた。「やりましょう」という村

民の合意を得たので、一定期日までにそのような婦人に村から出ていってもらうこと

にした｡」（同上、288-9頁）

「かねて作成してあった図面に従い、センター大通り商店街の受け付けを始めた。風

俗営業を入れれば、また元のもくあみである。一切シャットアウトした。そのためか、

越来部落では、米兵による婦女暴行事件が多発した。普通の家庭の子女を襲うのであ

る。親を縛りつけ、目の前で犯す残忍さであった。部落の人たちも困ってしまった。

だからといって、売春婦の受け入れは許せない。私は米兵の自粛を申しいれたが、効
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果はうすかった。

そうするうちに、越来部落の外部にある八重島原に風俗営業の家が建ちはじめた。

これは越来部落にいた北谷出身の稲嶺盛松氏が、地主と契約して建築したものだった。

そして稲嶺氏を中心に、八重島の集団が自然発生的にできあがっていったのである。

また五年ほどたつと、「Ａサイン」の風俗営業がセンター大通りに現われた｡」（同上、

293頁）

次に、同じく当時の越来村の様子や八重島の風俗店街の形成について、島マ

スの証言を引用しよう。やや長くなるが、ここでは文脈を尊重したいので、あ

えてそのまま引いておきたい。

「昭和二十四年（1949）ごろは、戦後の混乱期が相変わらず続き、天幕小屋やかやぶ

き小屋に住んでいる状態である。私が帰った越来村には、新しくコザの街ができてい

た。そのコザの中心に黒人部隊がデンと居座り、まわりに民家がひしめきあって建っ

ているという状態だった。

そのために黒人兵が住民地区に夜昼となく出没した。「ヨシコ_」「サチコサーン」

の片ことの日本語で、名前を呼びながらうろつく。黒人兵が民家に忍び込み、女性に

乱暴したという話も毎晩伝わってくる。米軍人にとって、占領した沖縄は治外法権地

帯であった。

わたしたち女性は外出も脅かされ、家の中にいても安心できない。戦々恐々の毎日

を送っていた。夕方からは女性の外出は禁止。黒人が来ると、薬きょうガラで作った

鐘を打ち鳴らして知らせるという対策をとった。が、一向に良くならなかった。

また、コザには特殊婦人も多かった。彼女らのほとんどは、民家を間借して、そこ

に黒人を連れてきていた。部屋を貸している人の所には、中学生や高校生も多く、こ

のような環境が子供たちにとっていいはずはない。恐怖で夜を過ごす女性や、子供に

及ぼす影響を考えると、そのまま放っておくわけにもいかない。どうしたらいいもの

かと悩んでいた。
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当時の城間盛善越来村長と城間栄子婦人会副会長、そして私の三人は、ほとんど毎

日というほど集まって対策を練っていた。環境浄化と青少年非行防止のために、早く

手を打たねばならない。対策の一案として『特殊婦人を民間地域から立ち退かせたら

どうだろう」という話がでた。すると、この話が黒人兵にもれたらしい。村長宅を焼

き討ちにするといううわさがとんだ‘驚いた村長は、軍に訴えてＭＰを派遣してもらっ

た。護衛をつけて村長たち家族をかくまってもらったのである。

これでは一刻も猶予できない。軍に直接かけあうことにした。英語の達者な城間村

長と城間栄子副会長、私の三人で嘉手納航空隊のキンケイド少将をたずね、私たちの

苦しい立場を訴えた。キンケイド少将も困っていたのだろう。「血気盛りの若い米兵

だから、こちらの方としてもどうしたら良いか名案がない。米兵の性の問題まで関知

するのは難しい」と話す。私たちは、米兵の自粛と特殊婦人の退出を訴えた。「それ

では、街外れの原野の八重島に特殊地帯を作ろう。これが一番良い方法だ」という。

キンケイド少将の意見に私たちも賛成せざるをえなかった。やむを得ない処磁だった｡」

（『私の戦後史第３集｣、124-5頁）

さて、以上のようなコザの発展についての城間盛善と島マスの回想証言、さ

らには先の小禄村に関する長嶺秋夫のそれから、どのような一般化が引き出し

うるであろうか。恐らく最も肝心なことは、基地に多くの部落（区）を取られ

た地域でも、伝統的な村落共同体が復活したこと、そうした共同体こそが米軍

占領下での米兵による性暴力などの被害から身を守る自己防衛の抵抗拠点となっ

たこと、基地の町における歓楽街の設置ないし発展は、米兵とともに伝統村落

にとって好ましくない他所者の女性たちを追い出すこと、そのことによって

(良家の子女を守ることではなく）伝統共同体の生活環境浄化や青少年の非行防

止をはかることに初発の動機があったことであろう。

それでは、その他所者の女性たち、基地の町で売春を行なった、いや、行な

わざるをえない立場に追い込まれた女性たち＝特殊婦人とは、どのような人び

とであっただろうか。この問題は、戦後沖縄における「差別」の問題と関わる
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微妙な事柄だけに、戦後史研究でもほとんど全く触れられてこなかった。例え

ば、池宮城秀意の『沖縄のアメリカ人』でさえ、「春をひさぐ女たちは、離島か

ら渡ってきたものが多かった。／……／ゴールド・ラッシュの街へ吸いつけら

れるように、遠く奄美大島や沖縄の離島から米軍基地周辺に女たちが集まって

きて、街は広がっていった」（『沖縄のアメリカ人』サイマル出版会、1971年、

42頁）と、さらりと触れているだけである。

池宮城がごくまれな形で触れたように、他所者の女性たちは「遠く奄美大島

や沖縄の離島」からやってきた。さらに付け加えれば、沖縄本島各地における

生活に窮した戦争未亡人たちの中にも、共同体が支えきれなかった人びとがい

たようだ。では、なぜ奄美であり、離島なのか。次に、離島の典型とも言うべ

き奄美の戦後について簡単に見ておこう。

４奄美の戦後

戦後奄美の窮乏

奄美は、沖縄本島のように戦時中の熾烈な陸上戦闘や、それに続く米軍の直

接的な軍事占領を体験することはなかった。それだけに、４６年２月の日本から

の行政分離の通告は突然で、衝撃的でさえあったが、米軍の駐留による直接的

な被害や損害は少なく、また占領期間が53年12月までと比較的短かったことも

あり、占領政策の影響もそれほど大きくはなかった。

しかし、米軍による軍用地接収、様々な犯罪や事故といった直接の暴力に曝

されることが少なかったということは、奄美の人々が被った戦後の被害と犠牲

が取るに足らなかったことを意味しない。真実は全く逆であって、先島を含む

沖縄の他の離島に比べてさえ、奄美の人々にこそ米軍支配からくる様々な重層
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的矛盾が最も重くのしかかっていたのであり、彼等彼女らこそ、その構造的暴

力の最大の犠牲者であった。そしてその最も本質的な原因は、強大な外部的暴

力による「分断と隔離」にあったと言わざるをえない。この本質的な点につい

て、奄美復帰前の53年５月発行の『自由』に掲載された奄美地方庁『奄美大島

経済の窮状』は次のように述べている。

「奄美群島は大戦の戦災をこうむり、基幹産業の生産手段を喪失したのみでなく、２．

２宣言により母国政府の強力な補助援霞が切断せられ、群島生産品の市場を失った結

果、群島経済は復興の原動力を失い、逐次縮小の一途をたどり、住民生活は年ととも

に、窮迫の度を加えている。その間、米国民政府も復興による援助があったのである

が、これは戦災の痛手を譲った群島経済の再建には遠く及ばないものであって、奄美

群島経済の縮小を防ぐにはいたらなかった｡」

「食縞を主とする生活必開物資の輸入は輸出をはるかに上まわり、累年、輸入超過の

累積の結果、通貨を吸収枯渇せしめるに至り、極度の金づまりを招来して生産の縮小

と失業者を増大し、住民の生活水準を低下せしめ、購買力の減退は企業を危殆におと

しいれ、いまや群島経済の窮乏はその極度に達しているのである｡」（皆村武市『戦後

奄美経済社会論」日本経済評論社、2003年、３５頁以下を参照）

戦前の奄美は、黒糖と大島紬の二大産品を日本本土に移出し、生活消費物資

のほとんどを後者から移入していた。しかし戦後の分断で、こうした有機的な

輸出入の構造は完全に破壊された。対外受取がなければ、生活物資が外から入っ

てきようもなく、入れば入ったで、それまでの蓄積を食い潤すのみである。事

実、４０年代後半は奄美は絶海の孤島のごとく四囲から隔絶され、５０年代の貿易

自由化は輸入超過の不均衡を年々拡大するのみであった。こうして、沖縄本島

の復興とあたかも反比例するかのように、戦後奄美の経済は年とともに縮小再

生産を余儀なくされたのである。

こうした戦後奄美の人々の窮状をある意味で救いもし、別の意味で深刻化さ

せもしたのが、密航や密貿易を含む沖縄本島との間の人や物の移動であった。
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40年代末以降は列島間の移動制限も徐々に緩和されたが、それ以前から奄美の

多くの若者たちが、軍作業があり、物資も比較的豊かな沖縄本島に就労の機会

を求めて密航してきた。彼等の送金は島の窮状を救う貴重な一助であったが、

しかし沖縄に出てきた者たちが常に職にありつけるとは限らなかった。という

より、多くの場合、外来者の彼等は、様々な理由から求職競争において地元住

民よりもはるかに不利な立場を強いられ、そこから多くの悲惨な状況が生まれ

ることにもなったのである。

こうした戦後沖縄における奄美出身者、その中でも最も不運であった女性た

ちの様子は、例えば、奄美の戦後初期の雑誌『新青年』や『自由』、および吉田

良子、中村喬次の小説などに窺うことができるが、ここでは、奄美復帰50周年

の節目に行なわれたあるインタビューの一節のみを掲げておこう。

「田畑社会が荒廃してきますと、弱いものたちへまずしわ寄せがいきますが、老人

や女性たちの生活はいかがだったでしょう。

川畑こういったことは話していいことかわからないのですが、沖縄に身を売りに行

く若い娘達もいました。これは本人も生活があまりにきついものですから、どうに

かして親たちに食べさせてやらなくてはならないので、また、自分たちもどうにか

人間のような生活をしたいので、行くのです。……沖縄への渡航はひらかれていま

したので、最初は（身を売るのではなく）働きに行くのですが、なかなか思うよう

に働き口がないので、おのずとそこに引き込まれていってしまうのです。そういっ

た人たちもいたのです。

琉球政府時代の女性達がいかにみじめで、人権なんていうものがなかったという

ことです。今のように男女同権なんてありませんから。その時のことを思い出すだ

けでも身の毛がよだちます。どんなにみじめであったかということがわかりますで

しょう。自分の身を売って親に食べさせようと、仕送りをしていたのですから。親

に食べさせようとしてのことですから｡」（『奄美復帰50年－ヤマトとナハのはざ

まで』（『現代のエスプリ』別冊)、至文堂、2004年、245頁）
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離島差別

前節では沖縄に来た奄美出身の女性たちの一部が味わった悲惨さについて触

れたが、もちろん、沖縄には軍作業を目当てに大勢の青年たちも渡ってきた。

その多くが密航であったため、その数は正確には知られていないし、ここで立

ち入ることもしない.ここでは、沖縄で不評判だったのは女性のみではなく、

奄美の青年もしばしば様々な事件を起こしたりして、およそ奄美人一般が差別

視の対象となりがちだったということである。

「その頃沖縄には、仕事の無い奄美からの出稼者が大勢来ていました.彼等の中には

精力のはけ口が無い為か、喧嘩をするものが多く殺人傷害事件等を起こしていました。

沖縄の新聞はその都度『叉も大島生まれの男が．…･･』等の大見出しで報道しており、

殊更に『大島生まれの男』ということを強調していました｡」（奄美郷土研究会「軍政

下の奄美」1983年）

「昭和二十七年、三十四歳の頃は、沖縄に行くのは許可制で手続きが面倒だったのよ・

だから－人で密航船に乗り込んだんだ。沖縄には妻の妹夫婦がいたしね、大島では仕

事がないので沖縄に行こうって。船には三十人ぐらいのうち女の人が二十人ぐらいは

いたかな。（中略）沖縄では事件を起こすのは、たいがい大島んボーイか、宮古んボー

イだったでしよ。大島んボーイと見られるのは気分がすぐれなかったね。沖縄と大島？

そりゃ比べ物にならんほど、沖縄がよかったよ｡」（佐竹京子編著『軍政下奄美の密航・

密貿易」南方新社、2003年、179-80頁）

戦後沖縄における奄美差別について、ここでこれ以上、証言や傍証を並べ立

てるには及ばないであろう。ここで論及しておきたいのは、戦後の奄美は、言っ

てみれば沖縄／琉球の離島の典型であって、離島差別が典型的な形で現われた

のが奄美差別であったということである。すでに見たように、一方において沖

縄本島は、地上戦に続いて戦後は農地や部落を基地に取られ、また米軍の様々

な直接間接の暴力に曝された。しかし他方で、基地があったがゆえに雇傭機会
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も多く、米軍から流れ出す物資も多かった。５０年頃からの基地経済という形で

の本格的な復興を支えた巨額な「対外受取」は、実は、ほとんどもっぱら基地

のある沖縄本島にのみ注ぎ込まれたのであって、奄美はもちろん、本島周辺の

離島、宮古、八重山などはその余滴に与ったのみだと言っても過言ではない程

であった。

話を沖縄と奄美の関係に戻すと、沖縄が最初の基地建設ブーム、復興ブーム

に沸き立った50年代初頭、すなわち50年頃から53年末の奄美復帰にかけての時

期に、奄美は戦後の「分断と隔離」による窮乏化、経済の縮小再生産がその極

に達していた。５０年代初頭に、いわば「分断と隔離」の変容によって、そうし

た両者が出会ったのである。そうした構造は、奄美に極端な形で現れはしたも

のの、沖縄本島とその周辺離島や、宮古、八重山との関係についても、その程

度差はあれ妥当する。その意味で、沖縄の離島差別は、少なくとも戦後の沖縄

の人びとの意識を規定したそれは、戦後初期の「分断と隔離」や沖縄の基地経

済化による「作られた差別」であった。

（本稿は、2004年12月２１～23日に開催された「国際共同シンポジウムｉｎ

Okinawa東アジアの「占領」と「復興」を問う－暴力の連鎖と変成」に

おいて発表された。研究にあたっては、琉球大学の平成15年度大学教育研

究重点化経費の助成を受けた）


