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人の動きと経済復興の始まり

川平成雄
１年齢別人口構成が意味するもの
２規格屋（キカクヤー）の建設はじまる

３収容所からの帰村
４産業復興への－歩

５復興の根底にあるもの
第二次大戦・沖縄戦は、多くの若者の命を奪い敗戦後の経済復興にとって大きな
障害となった。沖縄は、貴重な労働力を欠きながら、無に等しい中から復興への道
を歩みはじめる。
経済復興のためには労働力の確保はもちろんのこと、住宅の確保も重要な課題で
あった。労働力の場合は、南洋諸島および戦地などからの引き揚げ者によって何と
かしのげたが、問題は住宅にあった。そこで、沖縄諮詞会と米軍政府は、「`慣れた
職人だと１時間もあれば建てられるという」大量生産方式の規格屋（キカクヤー）
を生み出し、1945年10月から住宅の建設に取りかかる。規格屋（キカクヤー）とい
われる所以は、住宅が同じ形・同じ大きさをしているからである。また「トゥ・パ
イ．フォー」とも呼ばれた。それは規格屋の軸となった木材が、「２インチ×４イ
ンチ」であったので、アメリカ読みに「トゥ・パイ・フォー」となったのである。
現在でも、沖縄の大工仲間では「トウ・パイ・フォー」の呼び名が生き続けている。
収容所から、生まれ・育った島へ・村へ帰るのは、何にも変え難い願いであった。
だが、ここには制約があった。宅地や耕作に適している「平らな土地」は、曰本軍
によって強制的に収用されていた土地であり、それを米軍は、軍事的な目的から囲
い込んでいたのである。このような場所に雨露をしのぐ家を造り、土地を耕し、生
活をしろというのか。特に、伊江島の住民は、難渋を極めた。1945年５月には遠く
離れた沖縄本島南方の洋上に浮かぶ慶良間列島の慶留間島と渡嘉敷島へ2100人が強
制的に移動させられ、さらに彼らは翌46年４月には沖縄本島北部の本部町と今帰仁
村へ分離されて強制移動させられた。彼らがようやく島に帰ることができたのは、
47年３月になってからのことであった。
沖縄戦によって、ほとんどすべての生産基盤・生活基盤を失った住民にとって、
立ち上がる「基底」にあったのは、「死んだ者のために何ができるのか」であった。
だからこそ沖縄「戦後」の苦難に耐え、明曰への希望へとつながる日々を死に物狂
いで生きるのであった。

無に等しい状況の中からの経済復興は、ほぼ全面的に米軍政府に依存しなければ
ならなかった。だが、米軍政府の基本方針は、可能な限り、沖縄の資材ならびに沖
縄の労働力を利用することにあった。なぜなら，アメリカ本国政府の財政構造は、
軍事費の驚くべき増加によって、すでに破綻に近い状況に追い込まれていたからで
ある。

キーワード：人口構成、規格屋、帰村、経済の復興、アメリカ本国政府の財政構造
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１年齢別人ロ構成が意味するもの
経済復興の鍵を握るのは、人である。

米軍政府は、復興のための労働力を、つぎのようにとらえていた(,)。

米軍政府の第一の目的は、軍隊が目標を達成するのを助けるために、現地の資源を
集約marshalすることにあった。天然資源の不足、徹底した物理的破壊、住民の隔
離ということを考慮すれば、現地の資源はひとつしかなかった。それは労働力である。

……破壊や農地の減少、他の地域から復員した人たちの何人かに仕事を提供すること
で、復興の役割を果たすことも期待される。有能な肉体をもった男性にたいする需要
は、いつも利用できる供給を上回っていた。女`性はたいていの肉体労働ｃｏｍｍｏｎ
laborを提供したので、軍隊は最初から、反対の規則はあるのだが、彼女たちを洗濯
婦や家政婦として使っていた。それは1946年６月まで続く。
このことを踏まえ、「図１年齢別人ロ構成」をみる。図１は、米軍の沖縄本島上陸４か

月後の1945年８月、米軍政府が沖縄における労働力の潜在能力を知るため、分遣隊に登録さ
れた１万8682人を年齢別に作成したものである(2)。米軍政府は、この年齢別構成から、つぎ
の結論を導き出す(3)。（１）性別割合は男63人に対し女100人で、１５～54歳の割合は男33人に対
し女100人である。曰本軍への徴兵や労働力の挑発により15～54歳人口は９パーセントしか

図１年齢別人ロ構成
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2沖縄住民・年齢別動き
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残っていない。（２）生産年齢人口laborsupplypotentiall5～65歳は、およそ男13パーセン
トに対し女32パーセントである。なお、米軍政府によると「労働統計は長い間、それほど信
頼できるものではなかった。なぜなら労働力の大部分は無登録でなされていたから｣(4)、と
するが、つぎの人口統計は掌握していた(5)。４５年９月調査では男‘性＝12万893人、うち雇用
可能な総数３万1093人（257％)、女性＝17万7802人、うち雇用可能な総数２万5911人（14.5
％)。翌46年５月調査では男↓性＝15万2018人、うち雇用可能な総数６万2354人（41.0％)、女
性＝21万5968人、うち雇用可能な総数９万9968人（43.0％)、で男子労働力は1.6倍の伸びに
対し、女子労働力はなんと３倍の伸びをみている。

つぎに、「図表２沖縄住民・年齢別動き」をみると、驚くべき事実を読み取ることがで
きる。沖縄戦「前の」1944年と沖縄戦「後の」４５年の労働力人口、なかでも男子労働力人口
を比較すれば、１６～20歳＝１万4092人の減少を筆頭に、なんと６万4047人の減少である。
この数値は、戦争が何をもたらしたのかを端的に語る。翌46年になると、国内および海外か
らの引き揚げによって６万110人の増加をみる。女子労働力の動きをみれば、４５年には６万
9034人の減少、４６年には４万7681人の増加である。この女子労働力の増加こそが、住民の生
活を底から支えることになる。復興の底には、沖縄の「女の力」があった。

鉄血勤皇隊の一員で元沖縄県知事の大田昌秀は、実体験を踏まえる中で沖縄女性の生き様
について、こう語る(6)。

敗戦直後、様々な統計を見ていたところ、沖縄戦から生き残った男』性と女』性の比率
に極端な差があることを知った。生存人口のうち、前者は30％で後者は70％であった。
つまり、生き延びたのは、女性が圧倒的に多かったのです。

しかし、私は、沖縄戦の過程で、戦場を右往左往する女J性たちの難難辛苦の実｣盾を
毎曰のように目の当たりにしていた。高齢の女性たちが猛烈な砲爆撃下で飢餓に苦し
みながら、幼い子供や足腰の不自由なお年寄りを抱え、生死の境目でなすすべもなく
立ち尽くし、絶望に打ちひしがれて路上に座り込んでいる姿は、文字通り言語に絶す
るものでした。

そして、敗戦後、辛うじて命は生き永らえたものの、戦後は戦後で、女性たちは曰
夜、敵兵の暴行に脅えながら、杖とも柱とも頼む夫や父親を亡くした結果、またもや
子供たちから舅や姑の世話に至るまで、すべて女手一つで、その世話を見なければな
らなかった。しかも、米軍占領下の極端に厳しい状況のさなかで、女性たちは、家族
の世話のみか、教育や社会の復興など、ありとあらゆる負担を背負わねばならなかっ
たのです。

残された沖縄の「女たち」は、子供たちや親たちを守る必死の闘いを始めたのである。
｢鉄の暴風」が荒れ狂った戦場から生き延びた「女たち」にとって、！怖いものなど何もなかっ
た。

２規格屋（キカクヤー）の建設はじまる

沖縄戦によって、ほとんどすべての住宅が焼失してしまった。残存した住宅は、1946年２
月４曰に開かれた沖縄諮詞会協議会においては、沖縄本島における収容地区の平安座市を除
く１１市の中で、わずか5645戸、戦前の４パーセントにしかすぎないことを確認している(7)。
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米軍政府も、住宅の現状について、沖縄諮詞会の調査とは異なるものの、つぎのようにアメ
リカ本国へ報告する(8)。

沖縄における仮説住宅問題がいかに深刻であるかは10万2852戸の住居が必要とされて
いるにもかかわらず、現在１万1162戸しか建っていないことでもわかる。少なくとも

仮説住宅と呼べる住居の復旧がなされるまでには50％はできていなくてはならない。

復旧作業が急がれるゆえんでもある。建設された仮説住宅のうち6875戸はもともと遠
隔の地の北部地区にあい中部地区には3600戸、そして首里・那覇から南の、最も激

しい戦闘が行われた地域には687戸が建っている。言葉を変えていえば最大多数の人々
が永住を求めて帰ってくる地域が一番住宅建設の遅いところとなっているのである。

住民は、米軍払い下げの野戦用のテント茅葺、板葺きの仮小屋、家畜小屋までも住居に
した。平均して畳1枚の広さに、二人がエビのように身体を折り曲げて雨露をしのぐという
状態であった(9)。テント小屋の状況について、当時27歳で建築士であった又吉眞三は、実体
験を踏まえて生々しく語る(10)。

……沖縄人を収容したテントの中は老若男女の別もなく、床は板切れかダンボールの

厚紙を敷き、壁はテントが垂れ下がり、窓はなく、小さな換気口があるだけで出入り
口もテントが垂れ下がっている息苦しいものだった。このテント小屋は、ただ露をし
のぐだけであり、僅か二十平方メートル（５，６坪）の中に十人近い人たちが六、七

月の雨期やむし暑い曰中に押し込められていたので、テントの中はまさに焦熱地獄と
いってよかった。しかし、戦争の恐ろしさから思えば沖縄の人たちにはまだまだ命を
支える住居だったかも知れない。

この又吉の証言を裏付けるのが、つぎの米軍政府による実態把握である(,,)。

軍政府のキャンプに収容された沖縄の人たちは、初期には出来合いのタープ（タール
などをぬった防水シート）やテントの施設に入れられた。また時によっては短い期間
ではあったが空き地でキャンプしたこともあった。その後、わりと戦争の被害の少な

かった集落に移され、ありあわせの材料で作った小屋に移り住んだ。収容人員が最も
多い時期には－収容所に100～200人で、これは間に合わせの建物にさらに増築した分、
あるいは豚小屋の壁にくっつけた小屋に12人が住むという状況を呈した。テントやター

プ類はこの超過密状況を緩和するために、焼け跡や空き地という空き地の至るところ
に建てられた。この期間、仮説住宅の供給は、しの突く沖縄の雨から身を守るために
は重要な問題だった。大きな建物を建てることは不可能だった。第１に軍自体がテン
ト生活をしている時、軍から（島内でも島外でも）材料を仕入れることはできない相

談だし、第２に民間人自身、いま収容されている地域に２週間はいるかどうか不確実
だったからである。

住民にとっても、米軍にとっても、住宅の建設は、急を要する課題であった。４５年９月１
、沖縄諮詞会に工務部が設置され、住宅の早期建設が計画される。試行錯誤を重ねた結果、
曰、沖縄諮訶会に工務部が設置され、住宅の早期建設が計画される。試行錯誤を重ねた結果、
生まれたのが、規格屋（キカクヤー）であった。規格屋といわれるのは、軸部の材料はすべ
てアメリカの平割り材を使い、大釘打ちで規格化した構造と大きさにしたためである。また

使っている木材が２インチ×４インチであったため、アメリカ読みに「トウ・パイ・フォー」

とも呼ばれた(12)。１０月末に決まった規格は、間口6.4メートル、奥行5.5メートル、それに台
所2.4メートルに2.1メートルで、５人家族を標準としていた(13)。
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規格が決まったものの、木材の確保には難渋を極めた。このことについて米軍政府の活動
報告でも、「木材はいつも最重要問題だった」として、つぎのように指摘する(M)。規格屋の
建設にとって重要なことであるので、全文を掲げる。

１１月に約900万ボードフィート（boardfeet)の木材が、もともとは沖縄にいる米陸軍
用に２隻の貨物船で送られてきたものではあったが、軍政府が入手できたので、住宅
復興計画に青信号を出し、全地区に大量の建築材料として支給することができた。さ
らに12月に入って他に２つも陸軍の２資材集積所か計200万ボードフイートにものぼ
る資材や海軍からの数百万ボードフィートが入手できたことで軍政府は何カ月分かの
十分なストックをもつことができた。しかしそれでもなお5700万ボードフィートの板
が最小限計画完遂には必要と推定されており、さらに追加してもらうよう意見を具申
したが上級当局で否認された。住宅復興計画がちょうど軌道に乗りつつあるときに上
級司令部のほうでアメリカの木材を沖縄側の住宅用に使ってはならないとの伝達があっ
て同計画は挫折せざるを得ない状況になった。沖縄の住宅復興にアメリカの資材をと
いうわれわれの意向に真っ向から反対するミード委員会からの報告が上級司令部の同
問題否認の裏にあるといわれた。軍政府の強い抗議と問題の緊急’性の説明で上級司令
部も600万ボードフィート（手持ち材料のほとんど全部）の使用許可を与え、計画は
再開された。だが計画完遂のためのそれ以上の木材の使用については許可は下りなかっ
た。地元沖縄で入手できる新たな資材やサルベージ品を使っても次の年に必要な350
万ボードフィートという控え目な目標でさえ到底達成できそうになかった。北部琉球
（奄美大島諸島一筆者注）や南部琉球（先島諸島一筆者注）からだともっと木材が入手できる
だろう。ただしこれは輸送手段があればのことであった。

住宅資材の確保に苦労しながらも、規格屋の建設は着々と進められていくが、絶対数でか
なりの不足であった。そこで、1946年４月24日米軍政府は『沖縄に関する軍政府経済政策
について』を発表し、この中で「住宅設営」のため、つぎの「政策」を打ち出す(,5)。
当初に於ける住宅再建設は軍政府による現物補助の形を以て為さるべし、荒無地に
於ける基礎的家屋、建築用救済資材及其の他の建築資材は軍政府の手を経て給与さる
べく且右の事業は軍政府の監督下に於て当該地方行政機関其の他取扱いをなすべし。
瓦、煉瓦等の如き建築目的に使用さる坐地方産業生産物は地方商業機関を通じて入手
すべきものとす。

沖縄に所在する製材工場は当初の間は沖縄工務部及び農務部若しくは工業部その経
営に当るべし。

右期間後該製材工場を個人企業に譲渡する事の可否及び譲渡するとせばその条件如
何を決定するものとす。当初の間は沖縄行政諸部により伐採又は加工されたる木材に
して家屋又は其他の建築物の建築に使用せらる＞木材は民政府により無料にて該木材
使用団体に供給せらる〉ものとす。

但し家具製作及木工等の如き他の工業に使用する木材は通常の商業機関を通じ現金
にて販売さるべきものとす。

規格屋は、４６年から48年にかけて沖縄本島内で約７万5000戸が建てられ、無償配給された。
１戸に２，３世帯が同居することもあったが、沖縄の人たちにとっては戦災から立ち直る復
興住宅として大きな役割を果たした(16)。しかし、この恩恵に浴することができなかった多く
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の住民がいたことも忘れてはならない。

ここに、規格屋についての対照的な二つの事例をみることにする。

規格屋に住むことのかなわなかった事例
規格住宅に住めない人たちは五○年ごろまでテント小屋に住んでいた人も多い。数

本の柱につられたテント小屋は床もなく雨ふりにはテント内までぬかるみ、住む人は
木切れを集めて少しずつ床をしつらえた。－張りのテントに四世帯の割り当て。工務

部は米軍ＬＳＴ四隻分のテントを支給してもらい配分したが、各村でテントの奪い合
いがあった。当時は「テント小屋」というより「カバヤー」（テントを地べたに立てて作っ

た家一筆者注）と呼び、本格的な家ができるようになってからも、このテントを屋根や
壁に張って利用した。後にルーフィングなども登場したが、台風の多い沖縄では、ど
れも完壁とはいえず夏から秋の台風シーズンは人々に恐れられた(17)。

規格屋に住む幸運を得た事例
久場崎の引き揚げ者収容所に二日間宿泊の後、西原村に帰って来た。私たちを待っ
ていたのは、三、四家族が共同で生活する大きなテントヤーであった。集団生活は疎

開引き揚げ者の私たちには、さほど抵抗はなかったが、家族団蘂の生活は当分おあず
けであった。

それからしばらくして村の係がみえて、私たちを我謝の小橋川さんという人の家に
案内した。その家は木材の枠を骨組みとし、屋根はカヤぶきで壁は天幕張りであった。
小橋川さんはすこぶる良い人で、村の指示とはいえ、突然来た私たちを'快く迎えてく

れた。私たちもまた何の遠慮もなく、同居生活が始まったのである。沖縄のことわざ
に「イチヤリバチョデー」（人間は一度出会ったらみな兄弟だ－筆者注）とうたっているよう
に、人間の深さを思う毎曰であった。

こんな生活が何カ月か続いたころ、私たちにも一軒の規格ヤーが割り当てられた。
やっと－城のあるじとなったそのうれしさは、マイホームを得たサラリーマンのそれ
に匹敵しよう(18)。
３

収容所からの帰村
1945年10月23曰、米軍政府は、米国海軍軍政府本部指令第29号を発令、つぎの「住民再定

住計画及び方針」を打ち出す(19)。
１．この指令は、元の家屋敷に帰ることを予想される者全部を含めて、沖縄島民を各

自の前住地に移動させ、仮住居を提供し、できる限り恒久的構造に近い個人建築の

家屋又は団体建築の家屋に住まわせ、軍政府の使用し得る耕地全部を耕作させるこ
とを目的とする。なお、移動は一九四六年一月一日までに完了することになってい
る。

２．家族及び各個人の元住居への帰還は、この指令の他の目的が達成された後とする。
住民委員会を設けて、家族の住居及び耕作地の割当てをさせればよい。割当てに際

しては、同一区域に住居を有する者のうち、未帰還者がいることに留意させる必要
がある。割当てはしても、最終的な法的所有権には影響はない。また、個人が元占

有地を割当てられた場合においても、これに他の者を共に居住させ、又はその耕作
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を助けさせることができる（下略)。

ここで、問題となるのが、移動目的の中で「軍政府の使用し得る耕地全部を耕作させる」

とするが、耕作に適している土地は、すでに米軍によって接収されており、また「割当ては
しても、最終的な法的所有権には影響はない」と強調し、のちに両者は住民生活にとって大
きな支障をきたすようになる。

収容所からの帰村許可が下りた２曰後の10月25日、平安座市長は沖縄諮訶会宛に「冷凍死
防止に関する」具申書を提出する(2｡)。これは当時の沖縄の人たちが等しく置かれていた状況
を端的に述べており、興味深い内容となっている。

･･･…辛うじて生き残れる沖縄人は米軍政府保護の下に衣食住の復建を急ぎつつある時、
衣料寝具並に住宅難は極度の生活不安を招来せり。激戦中に破壊されたる建物並に衣
料寝具は勿論米軍の沖縄上陸作戦終了後と錐も軍自体の作戦上住宅及衣類寝具及家財
道具の破壊焼却と共に防空壕に隠匿し置きたる衣類寝具及家財道具は米軍の作戦実行
のため焼却または破棄せられ、加之に長期降雨のため腐散消失し着のみ着のままの住
民多し、従って夏去りて秋来ると共に、西風冷寒身に迫り極度の生活不安に襲われつ
つあり、尚冬季迫るにつれ冷寒人命を奪ふ゜殺人寒風襲ひ来らば、病人または冷寒に
死するもの多きを憂ふ゜速にその対策を要望す。

１．米軍の焼却しつつある住家又は資材を民需の住宅建設に利用せしめられ度し。

２．米軍の不要品として焼却する衣料品、毛布等の民需支給力を取計られ度し。
３．立退先たる国頭地区の民家に預置せる衣類の各自取戻方針取計らはれ度し。
みるように、収容所から解放され、生まれ・育った故郷に帰るにしても、そこには苦難が
待ち受けているのは目に見えており、現実のものとしてあった。だからこそ、生きるがた

めに、米軍が焼却するもの・米軍が不要とするものさえ、必要な衣食住として具申するので
あった。

加えて、数奇な運命を辿った伊江島の人たちの帰村の経路をみる。沖縄本島および周辺離

島、宮古諸島、八重山諸島では、米軍による平坦地の囲い込み、居住禁止区域設置などの強
力な規制があったとはいえ、４５年中に帰村をほぼ完了している。だが、伊江島の場合は異なっ
ていた。米軍の伊江島上陸前、6800人の住民のうち、沖縄本島の本部町と今帰仁村に3200人
が避難していた。沖縄戦最中の45年５月、米軍に収容された村民は2100人で、うち慶良間列
島の慶留間島に400人、渡嘉敷島に1700人が難民として強制的に移動させられた。しかも１
年後の翌46年４月、米軍から慶良間列島にいた伊江島の住民に対し、沖縄本島への移動命令
が下される。本部町に1100人、今帰仁村に1000人が割り当てられ、７月中旬頃に移動を完了

する。米軍上陸前に避難していた3200人は、久志村大浦崎と久志区（現名護市一筆者注）に移
動させられていた。４６年８月から９月にかけて海外および曰本本土からの引揚者1000人が久
志村で合流する。帰村が許されたのは、４７年３月であった(2,)。
このような状況の中で、４６年２月１１曰、伊江島住民が収容されていた久志村（現名護市一筆
者注）の村長は、久志村全住民を代表して沖縄諮詞会委員長に対し、伊江村住民の帰村を強
く訴える。理由は、つぎのことにあった(22)。
当村内に居住する伊江村民はその数三千六十五名、現在当村久志区に主として生活

し居るも、伊江島を出でてより既に１ヶ年に垂々とし故里伊江島へ帰還を希望し、そ
の』情け、実に同情に堪えざる次第なり。沖縄本島民が夫々の故里へ帰還出来ることと
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なり、帰還完了後は夫々の故里において幸福に生活する時、現状のままに之を放任す
るときは、地味肥沃ならざる久志村人口四千二百五十一人においては戦前に倍加する

多数の人口を容し、食糧事情等その他生活に困窮することは陽を見るよりも暗なり。
而して伊江島の状況を見るに軍事施設に之等の村民を入らしめずして村民は生活し、
尚食糧生産を為し得るものなり。

伊江島の村民にとって、米軍によるほかの地域への強制移動、曰木本士空爆基地建設のた
めの土地収用は、苦難そのものでしかなかった。だからこそ、翌１２曰には、控えめなかた
ちではあるが、久志村にある伊江区長から、沖縄諮詞会委員長に対し、つぎの要請がなされ
る(23)。

図２伊江島村民の収容と移動経腔

19485年４月16日米軍【上陸､21日占領
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伊江村民は、現在久志村に三千人、慶良間列島に二千百余人居住し、日々の生計を

営み居るも、比較的積極性に乏しく、安定せざる状態に付、速かに故里伊江島に移動
し安住の郷土再建に邇進し以て新沖縄建設に最善の協力致度候条特別の御詮議をもっ

て移動促進方御取計相成度、別紙理由書及び村民の声を相添え此段請願候也。
理由書の中で心を締め付けられるのは、間借り同然に居住している久志村民にたいする

"すまなさ''の気持ちで溢れたもので、こう書かれている(２１)。「久志村久志区は、戦前漸く白
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給自足の耕地より一万五千坪（村民一人当り約五坪）を吾等村民に譲られ今や増産に努め居るも、
此の耕地だけでは到底食生活を営むこと能わざるのみならず、久志区民としても吾等村民の
存在は生活の自給をおびやかすこと甚大にして尚薪炭材においても一層の影響を及

ぼすことと信ず｣。村民の声としては、「精神的方面から｣、「自治体制の立場から｣、「水産
業発展の立場から｣、「衛生的方面から｣、「教育上の面から｣、一刻も早い帰村を訴えるので
ある(25)。

どうして、このような状況が伊江島に起こったのかについては、前述したように、米軍の
伊江島における基地建設にあったが、もう少し詳しくみることにする。伊江島は、曰本軍に
とっても米軍にとっても重要な島であった。「高台のほうに曰本軍はＸＩの字型に三本の滑走
路をつくっていた。このおよそ－キロ半の滑走路をさえぎる物はなにもなく、飛行機は滑走
すればあとは果てしない海のうえをしだいに高度をとればよかったのだ。伊江島は、その円
形の高台や"尖塔"などもあって、あたかも巨大な不沈空母そのものであった｣(26)･米軍は、
日本軍が構築した飛行場を手に入れ、日本本土爆撃用に使用する必要があった。なぜなら
B52戦略爆撃機が発着できる飛行場は、当時、伊江島飛行場以外になかったからである。そ
こで45年４月16日、米軍は上陸を開始して激戦を展開、ついに４月21曰伊江島を占領したの
である。米軍は、占領後、直ちに飛行場の修復作業に取りかかり、５月10曰までに「予想に
たがわず伊江島は沖縄戦や曰本本土攻撃に理想的な基地となった此7)、のである。そして防
諜上の必要から、生き残った村民は島外に強制的に移動させられ、４７年３月に帰村許可が下
りるまでのおよそ２年間、伊江島は米兵のみの島となったのである。

ところで、米軍政府は、住民の帰村を、４６年１月１日までに完了すると計画しており、こ

のことを住民にも報せていた。帰村の仕方は、女性は頭に、男性はモッコに食糧やわずかば
かりの家財用具を載せて徒歩によるものが少なからずいたが、米軍政府の報告によれば、主
として、つぎのような方法によってなされた(28)。

沖縄の民間人の移動はトラックによって行われた。約20人と彼らの所有物が２トン半
トラックで運ばれたが、１曰に50台を使用することも多かった。
移動に当たっては、家族よりも１週間程先に男性が、先発隊として移動すべき地域
に赴き、地均しをしたり、壊れてはいるが、まだ建っている建物があればそれを修繕
したり、移り住む場所を選んだり、家屋を新築したりの労働に従事した。テントも張
られた。この移動・定住計画は沖縄人自身の手になるもので新しい居住地の場所や、

いつ移り住むかということの他に農耕用の土地の割り当てや学校の建築場所、労務者
用の集合場所、役場の所在地など公共用の場所の選定にも当たった。全体としてはお
おむね前の集落のあったところが選ばれたが、それは給水施設や幹線道路、台風の際
の避難等も考えてのことだった。元の出身地へ、とまではいかなくとも、ややそれに

近い感じの地域に帰りたいと思っている住民のために特別の配慮がなされ、新しい定
住地に家屋と土地が供与された。

だが、「表11946年３月26曰時点における未だ前住地に帰村していない住民」にみるよ
うに、４６年３月末現在で、帰村できなかった住民が、コザ地区＝４万4887人、糸満地区＝２
万8503人、石川地区＝1155人、などがおり、７万8376人もの人たちが、行く術もなく収容を
強いられていたのである。
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表11946年３月26曰時点における未だ前住地に帰村していない住民
現住居住地

知念’．ザ｜前原｜石川｜宜野座｜田井等
北谷
越来
中城
宜野湾

浦添
西原

８３６
１９

．

麦需

前住居住地

読谷

合計

293

7,181

3,824

827

12,153

1,391
1,068

1,800

6,244
2,020

1,016

10,544
3,094

3,087

1４

７，００２

496
2,222
６０
246
３６２
2,310
10,7459,65519,7172,413

4,563
4,325
44,887

3,901

3,206

2,799

４０７

1,031

386

1,447
2,357

428

139

31

４３８

４２７

6,577
2,624

4,961
1,566

18,984
4,166

４１２

3,049

３

3,673

１２

３２

４２

２０９

1.2591.4383.1043.67812.4216.603

28,503

195

73

729

759

2,180

168

514

４４

165

１２３

169

１６９

９３

９８５

892

262

1,155

3３

６

９９

6２

2３

892

3０

２

3,678

2５

１１０

３

３６
４

２

１３１

86
453

3,568

非居住者の総数’3,7261,43814,83913,33335,5439,497

78,376

4５

１

3,114

出所：『アメリカの沖縄統治関係法規総覧（Ⅳ)』（月刊沖縄社、1983年）120頁。

注：集計には誤りが認められるものの、「原表」どおりとした。

これには、理由があった。アメリカ本国政府の指示による沖縄の基地建設は、４９年10月１

曰に成立した中華人民共和国、翌50年６月25曰に勃発した朝鮮戦争までは未だ本格化してい

なかった。にもかかわらず、米軍政府は、４５年９月時点で基地建設計画を作成している。そ
れは曰本軍が建設したか、あるいは建設途中で米軍に使用されないために爆破した飛行場の

整備であった。加えて米軍政府は基地建設に適する平坦な土地の囲い込みを「緩やかな形」
ではあるが進めていくのである。

４産業復興への－歩

当時、米軍政府の商工隊長で、のちにコロンビア大学教授となるウイリアム．Ｈ・ローレ

ンスは「戦後の沖縄状況と沖縄政治経済政策およびその進行状況」において、沖縄の状況を

つぎのように描写する。「軍政府に残されたものは、丘や洞穴を隠れ家としてすべてを失っ
ても何とか生き延びた人々と土地だけだった。人々の持ち物といえば、わずかな着物、それ
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さえもわずかに背に担いでいるものだけ、そして哀れなほどの量の家財道具ですべてだった。
彼らの年齢、性別の構成は歪められており、女性、子供、老人が多数だった。彼らは長い試

練でボロボロにやせ細っていた。多くの人は傷ついていた。小屋はほとんど残っていなかっ
た。彼らがいつもの労働をおこなうのに必要な農具、船、網、織機などの道具は、失われた
か破壊されていた｣(29)。そしてアーノルド。Ｇ・フィッシュ二世は、「琉球列島の軍政1945-

1950」の中で、沖縄戦によって破壊された経済をどのように復興させるかについて、こう書
く。「復興は簡単な作業ではなかった。沖縄は天然資源に乏しく、農業を含むほとんどの生

産手段は戦闘とその後の基地開発によって破壊し尽くされていた。人間の外に残されたもの
はなかった｣(3｡)と。沖縄経済の復興は、当初から、難渋を極めたのである。ここでは、無に
等しい状態から出発せざるをえなかった沖縄の復興の姿を追うことにする。

沖縄戦は、農家の住家をはじめ、農業関係諸施設および資材である納屋・畜舎・堆肥厩舎・

農機具・種苗・製糖場・精米所・作業場・共同蚕室・製茶工場など、あらゆる施設資材を破
壊してしまった。加えて米軍による収容所生活を強制されたために、半年あるいは１年余も
農業は中断したままであった。耕地には雑草がうっそうと生い茂り、荒蕪地化していた(3])。
このような荒廃した状況について、「宮古畜産史』は、つぎのように生々しく語る(32)。

悪夢のような戦争は終わった。宮古では、心身ともに弱り果てた曰本の軍隊が手持
ちぶさたに本土への帰還船を待っていた。曰々の食糧を自給して食いつないで行かね

ばならない彼らは、日本軍というかつての強力な組織の枠からはずされ、食糧品を徴
発することもできず、かつて荒蕪地、原野を開こんして作った軍用地に植えつけたさ
つまいもで、その曰の空腹をいやしていた。

宮古の住民も、連曰の空襲で畑作業をすることができずまた、主な働き手を軍の飛
行場建設や陣地構築に徴用されたり防衛隊としてかり出されていて、自家の食糧生産
も十分にできなかったため、宮古全体が食糧不足の状態であった。曰本軍が食糧自給
のために植えたさつまいも等は、終戦の年、昭和20年に入ってから８か月以上の大旱
ばつの被害で予想どおりの収穫ができなかったのである。

一方、戦争の足手まといになるということで台湾や他県に疎開していた人々が次々
と帰って来た。しかし、故郷の士を踏み、親子対面して安心したのもつかの間、翌曰
から食糧の心配をしなければならなかった。

水産施設とて戦禍を免れ得るはずもなく、ことごとく灰儘に帰した。沖縄戦が始まる以前
には、１０トンから２０トンクラスのサンパン（中国・東南アジアで使用されていた平底の木造

船）が100隻近くあり、沖釣りに用いられていた。これは総トン数の75パーセントを占めて
おり、残りは近海で操業するサバニ（板を張り合わせた丸木船のような沖縄独特の小型船）
が約1500隻あったが、そのほとんどが破壊され、４５年12月時点で操業に耐え得るものはたっ

たの約400隻に過ぎなかった(33)。破壊された水産施設は、表２のとおりであり、沖縄戦の凄
まじさを端的に語っている。

畜産業も根底から破壊されてしまった。戦禍の洗礼を受け、豚および山羊の飼育頭数で、

常に、曰本一を誇っていた畜産業は壊滅した。「沖縄のかなり大規模な数の家畜が、爆撃や
砲撃で、曰本軍や沖縄人の食糧の欲求を満たすために屠殺されたことで、アメリカ人の将官
が飛行場や兵舎から山羊をいなくさせたいという望みに応じて射殺したことで、それからア
メリカ兵がＫレーション（チーズ、クラッカー、コーヒー、粉末ジュース、チョコレートチューインガム、
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表２破壊された主要な水産施設
単位：箇所・隻

５

２

２

沖縄県水産会
貝釦工場
かまぼこ工場
漁船機関修理工場

１１１１１１１３０６

水産学校
水産学校附属実習船(海邦丸47屯）
水産製品検査所
漁業組合
漁業組合連合会
那覇市水産会

１１１１１１４４１１

曰本製氷工場(曰産30屯）
曰本製氷附属冷凍室
水産試験場
水産試験場附属冷凍室
水産試験場分場
水産試験船(図南丸120屯）
造船所
鰹節製造場
魚類共同販売所
漁網工場

出所：沖縄朝日新聞社編『沖縄大観』（日本通信社、1953年）102頁、より作成。

タバコなどが防水された紙箱に入っている前線用の非常食一筆者注）よりもおいしい食べ物を食べたい

という望みをこっそり満たすために、殺害された｣(3ｲ)。「戦争は、人間ばかり殺傷するのでは

なく家畜をも殺傷する。家畜は砲弾に倒れるばかりでなく人間からも殺されて喰われる｣(35)。
米軍側の資料では、表３のとおりで、４６年時点での残存家畜の見込頭数は、牛＝112、馬＝
899、豚＝1165、山羊＝1647、とゼロに近い｣惨めなものであった(36）

1945年時点および46年時点での沖縄側の畜産に関する唯一で貴重な資料は、『宮古畜産史』
に掲載されているものであるとおもわれるので、表４として提示することにする。
表４のもつ意味を編集子は、こう述べる。「この表から、戦争中の家畜の消耗がいかには
げしかったかが理解できるであろう。その消耗は、軍の徴発もさることながら、飼育者の自
暴自棄的処分（肉用にするためのと殺）も多かった。このように消耗はしたが、その生産補
給は全くなされていなかったのである｣(37)と。家畜の壊滅的な状況に対し、これ以上の表現
の仕方はないであろう。

表３沖縄戦による畜産物の減少
単位：頭・％

鈩 牛馬豚岼

減少率

1946

1940

22,000
22,500
108,426
106,257

１１２

９９．５

８９９

９６．０

1,165

９８．９

1,647

９８．４

出所：RehabilitationEconomic，ｐ,25（『沖縄戦後初期資料ＰＡＰＥＲＳＯＦＪＡＭＥＳ
ＴＷＡＴＫＩＮＳＩＶ』第40巻、緑林堂書店、1994年）120頁、より作成。

表４宮古島における沖縄戦前後の畜産頭数の推移

辮牛馬豚岼

46年

45年

1941

4,121

５４

１１１

8,909
12,748

3,512

5,278

1,960
2,262

5,044
4,283

8,950

出所：宮古畜産史編集委員会編『宮古畜産史』（宮古市町村会、1984年）147頁。
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このような状況の中で、1945年８月15日、住民収容地区の中心地であった石川市に召集さ
れた仮沖縄人諮詞会に対し、米国海軍軍政府副長官ムーレー大佐から「仮ｌ中縄人諮詞会設立
と軍政府方針に関する声明」が出され、「経済」に関して、つぎのことを通告する(38)。
（１）沖縄人の必要を充たし、且つ将来沖縄人の収入を補足する物品、生産業の組織を
奨励促進すること。

（２）軍事上の制限の許す範囲内に於て近海に於ける民間の漁業を復興すること。而し
て地方に現存せる機具ならびにその補足として輸入する機具の使用を以て出来得る
範囲内に事業の最大限度の拡張を行うこと。

（３）地方材料及び機具を以て必要なる場合は軍政府に於て補足したるものを以て造船
及び網製造業を興すこと。

（４）住民の食糧生産、特に新鮮なる野菜の如く本島に輸入不可能なる産物及び甘蕨、
大豆の如く米国に生産せざる産物を可及的に援助すること。地方肥料の使用の継続
を奨励すること。飼料の得られる範囲内に於て家畜の生産を維持し、中央屠殺場に
於て監督下に家畜を屠殺する施設を設けること。

（５）各個人の社会福祉に対する貢献と生活上最低限度の必要に準拠して最も公平なる
配分制度の組織を援助すること。物品は充分ならざる斯かる配分制度に配給が伴う。
（６）大体に於て地方の生産及び配分制度の創設及び経営につき沖縄人に最大限度の責
任を負荷すること。

このムーレーの「通告」の中で、次節「復興の根底にあるもの」を展開するうえで重要な
糸口となるのが、（６）の「生産及び配分制度の創設及び経営につき沖縄人に最大限度の責任
を負荷すること」にある、とした点に留意することにしたい。

住民は、米軍政府の支援を受けながらも、産業の復興へ向けて動き出す。次いで、米軍政
府は、４６年４月24日「沖縄に関する軍政府経済政策について」を発表する。沖縄において
貨幣経済を復活させた米軍政府が、つぎに目指した政策が経済復興であった。目的は、三点
に絞られる(39)。

第一は、沖縄において現在ならびに将来に予想される軍事的・経済的・政治的状勢下で、
食糧・衣服・住居・医療の必要を満たすに足るだけの生産活動の規範を設定すること。
第二は、現在、沖縄の全人口を養いかつその復興を援助するために、アメリカ本国より輸
入している食糧品、商業物資、設備については例外であるが、速やかに東洋の市場より諸物
資を購入すること。そして将来的には、沖縄において消費する物品ならびに器具の大部分は、
沖縄内部で賄い、少数の重要品のみに限って輸入すること。

第三に、政策の基本方針は戦争前の状態を基準とし、かつ沖縄本島が他の南西諸島および
他の極東諸国と経済的に再連結の方向を目指すよう貨幣経済の復興を期すこと。そして沖縄
の経済状態を1944年当時の状況にまで復活させること。

米軍政府は、このような目的を掲げる中で、沖縄をどのようにして復興しようと企図した
のであろうか(40)。

農業については、個人の所有権は実情に応じて早急に決定するとしながらも、実際には、
46年２月28曰に公布した琉球諸島米国海軍々政本部指令第121号「土地所有権関係資料蒐集
に関する件』に準ずる中で、こう展開する。耕地は、その所有者とみなされる者、もしくは
村長によって規定の耕地を割り当てられた者が耕作する。当該耕地に栽培された作物は耕作
－７０－

人の動きと経済復興の始まり（川平成雄）

者の私有物とするが、直接に村販売店もしくは農業組合に販売すること。すでに住民に配付

した農具および復興計画に必要な種子・資材は、貨幣経済の実施とともに農業組合または農
夫個人への販売によって彼らの所有とする。農業組合は農産品の生産、集荷、販売統制のた
め沖縄人の発起によって組織すること。

漁業については、「速急の復興に最も適し且沖縄住民に対し多量の食糧を供し得る経済分
野は漁業なり｣。だが、沖縄戦によって大型漁船がほとんど全滅したので、漁業の最小限度

の部分的復興を実現するための基本施設にたいする要求が起こっている。目下、アメリカ製
船舶の貸付によって沖縄漁船の不足を補っているが、復興し軌道に乗るまでは水産組合連合
会への貸付を継続する。建造した船舶は、漁業の発達に応じて売却あるいは貸付の方法を採
用する。船舶の修繕資材は水産組合連合会に対し、通常の売買制によって販売する。

工業については、協同組合、合資会社、株式会社の形態で組織されるが、地方の復興に必

要な物資の供給に実質的貢献を成した場合に限り、奨励補助する。基本施設は、個々の産業
の立て直しを目的として貸付を継続するもので、その後は自身で必要施設物を購入もしくは
有料での借受をしなければならない。生産したあらゆる物資食糧は厳正に割当制を継続し、
商品の供給が最低必要量より以上にあると保証し得る時においてのみ解除される。沖縄製品
は農業組合あるいは個人事業を問わず、その生産者自身によって売却する。将来、米国軍人
に販売するであろう手工製品は、米軍政府が卸売人の資格で販売するため、米軍政府が決定
した価格で軍売店をとおして販売する。製品の原料は、緊急必需品に厳密に限定される。

以上、復興についての米軍政府の姿勢をみてきたが、沖縄側からも米軍政府に対し、復興

の要請をおこなっている。それは45年９月15曰、当時、沖縄民政府の知事であった志喜屋孝
信から提出された「農村復興に関する請願書｣(4,)、である。

……農民は可耕地一万七千町歩の中五千三百町歩の耕地が耕作を終えたのみで、これ

では自給どころではなく、更に一万千七百町歩の弾痕の大穴、雑草はびこる荒廃地を
前にしながら一方住宅の建設に追われつつ、前途が不安でなす術を知らぬ有様となっ
たのであります。

沖縄群島の耕地には幸いにして、戦禍を免れた地域があり、既に復旧した地域もあ
りますが、中には空しく荒廃に委して未だ耕作せざる地域が大部分を占めている現状
であります。

食糧問題を中心とする経済復興の上より見るも農民の生活を安定せしめ失業者をし
て生業に従事せしめる上より見るも、速かに彼らをして、勇んで鍬を取って荒ぶ地を

掘り起し、収穫の増加を期せしめ、彼らに拱手して、救済の食糧を口にするの晒風を
避けしむることは、目下の急務なりと信じるものであります。

よって我等民政府に職を奉ずる者は恩をここに致し、農民と共に苦しみ、農民と共
に働く覚｣悟で農村振興を主眼とする計画案を作成し、去る七月これを軍政府に提出し、
軍政府の諒解を得てその補助金を仰ぎたく、七月以降軍との毎週の連絡会議の度にこ
れを訴えて来たのであります。

更に私共はこの政策の実現に対し、私共の熱烈にして真剣なる微意を表すため、少

額なりと錐も知事以下民政府の諸職員の俸給中より本事業に対する寄附金を以て支弁
せんと申請したのであります。

米軍政府の経済復興に関する勧告および政策、沖縄民政府による請願が、どのような形で
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琉球大学・經濟研究（第78号）2009年９月

住民の生活の中に入り込み、そしてどのようにして復興への道へとつながっていくのか。

沖縄の経済は、基本的には、農業経済である。この農業を復興させることこそ、経済復興
の鍵となる。だが、「沖縄の住民にとっては不幸なことだが、平で水はけのよい土地は、農場

に適しているのと同じように、軍事施設にも適しているのであるUnfortunatelyforthe
Okinawans，level，ｗｅｌｌｄｒａｉｎｅｄｌａｎｄｉｓａｓｇｏｏｄｆｏｒｍｉｌｉtaryinstallationsasfor
farms｣Q2)。このような状況の中での、農業の復興であった。個人の土地所有は未だ確定し

ていなかったが、耕作に適した土地は、米軍政府の指令によって生じた「みなし所有者」に
よって、あるいは村長により特別の－区画の土地を割り当てられた個人によって、耕作がは
じまった。沖縄の主要な作物は、甘藷である。葉っぱと根茎は人間が食べ、食物全体と根茎
は動物が食べる。旱魅にも強く強風にも持ちこたえるので、段丘状の斜面を含めてどんなと
ころでも、いつでも植えることができた。ゆでるだけで、熱くしても冷めても食べることが
できた。乾燥させれば腐敗を防ぐことができた。土地の35パーセントに甘藷を植える。米も
重要な穀類作物であったが、戦闘と爆撃によって多くの水田と灌概設備が破壊されてしまっ
た。かろうじて米軍の保留地として管理されたことで、水がはけた米作地もあった。マラリ
ア病原菌を媒介する蚊の対策のためにＤＤＴを使用したことで、米作は差し止めになるとこ
ろを救われた。その結果、米作が可能なすべての土地でＤＤＴの使用がなされるようになる。
DDTは若い芽には被害をもたらすが、成長すると影響力はほとんどない、ということもわかっ
た。蚊の対策に支障をきたさずに米作を適切な時期に開始できるような方法も考案されるよ
うになる。大豆の植え付けが奨励された。なぜなら炭水化物の優れた供給源であると同時に、
タンパク質や脂肪の供給源でもあり、毎曰甘藷という沖縄の食事には両方ともひどく不足し
ていたからである。また大豆は土壌の窒素を回復させる性質をもっていたので、その種の肥
料を減らすことに効果を挙げることができた。サトウキビは戦前期をとおして重要な商品作
物であったが、戦時中に、航空用アルコール原料に転換される。米軍政府は、土地を葉菜類
の栽培に切り替えるよう指令し、基本的な食事として認可された少量の砂糖を供給する量だ
けに限られ、栽培が続けられた。農業にとっての最大の障害となったのは、肥料の不足であっ

た。最低限必要な量の肥料はアメリカ本国に注文したが、ごくわずかな量しか届かず、最終
的には本国でも不足しているという理由ですべての注文がキャンセルされた。その結果、作
物の損失は30パーセントかそれ以上になった。地元で必要なカリウムは、草を燃やして、あ
るいは薪の灰から賄うしかなかった。農業にとってのもうひとつの障害は、多くの農具を失っ
たことであった。農具の大部分は沖縄地元の製造業者に頼るしかなかった。生き残った動物
もほとんどいなかったので、ほとんどの農耕が手作業であった。４５年４月の初め、沖縄本島

中部の石川市字東恩納に、アメリカと沖縄両方の種子と栽培方法をテストするための農場試
験場が設置された。沖縄人の援助を受けて記録を取り続け、議論や観察、特別展示のために
指導者たちを呼び集め、情報を農家に広めた。４６年２月までに、農場は種子を生産する農園
へと転換する。そして46年１月には、沖縄本島北部の名護に農業学校が開設される。設立の
目的は、病気や昆虫の害を最小限に減らして農産物の高い収量を維持できるよう、地域住民
の能力を高めることにあった。生徒は教室で授業を受けるだけでなく、実際に土地を耕し、
家畜を世話することで、学んだことを実践することもできた。教室で教わる科目は、英語、
養蚕、畜産、物理学、文学、土壌と肥料、機械、測量、体育、作物の栽培などであった。生
徒は卒業後、いろいろな村に割り当てられ、顧問および監督の資格で行動するようになる(43)。
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農業に次いで重要な位置を占めているのが漁業である。唯一の動力船は、４５年11月に海軍

との交渉を得てようやく獲得した25隻の上陸用舟艇のみであった。この舟艇は、攻撃の際、

１隻あたり約36人の兵士を浜辺まで運ぶ小さなボートである。４６年１月、もっと大きな車両
用中型揚陸舟艇を数隻ふくむ50隻の追加があったものの、使用するには漁業将校の許可を必

要としたので、操業が開始されたのは９月になってからのことであった。沖縄戦が終結して
も、すぐに全海域が魚場に開放されたわけではなかった。当初は沖縄本島北東の海岸に沿っ

た８キロメートルの細長い区域が認可され、次いで沖縄本島中南部に位置する中城湾を除く

東海岸全域に広がり、最終的には中城湾と軍港である那覇港を除いた全海岸域が許可された。
だが、魚場として、沖縄本島西海岸の沖合64キロメートル先、東海岸40キロメートル先は、

認可されなかった。そして制約も多かった。４５年８月以降、サバニ（板を張り合わせた沖縄
独特の丸木舟のようなもの）は曰の出から１時間、曰没から１時間半しか操業することがで
きなかった。船はすべて登録されて番号をふられ、わずか１曰分だけの水と食糧のみが支給

された。猟師は全員が陸軍の防諜部隊から許可を得なければならなかった。それぞれの航海
では出入りをチェックされ、１曰の漁獲を報告しなければならなかった。爆発物や武器、明
かりは禁止された。違反者は攻撃を受け、生存者は罰金を科され投獄されるのを免れない、

と警告された。１１月になって、動力付ボートは曰中の間の漁が許可され、動力無しのボート
は夜間ライトを灯すという条件で、いつでも漁をすることができた。４６年５月になって、１

週間で５曰の出漁が可能となる。６月の終わりまでに、６１隻の小型上陸用舟艇、４隻の車輌
用中型揚陸舟艇、８隻の修理されたサンパン（中国・東南アジアで使用されていた小型で平

底の木造船）が操業しており、その月に186万2028キログラムの漁獲量があった。これは需

要を満たすには遠く及ばないが、水産施設や制約を考慮に入れれば、さい先のよい出発であっ
たＭ･

沖縄戦も終結に近づき住民の再定住が始まるようになると、生存した家畜を公平に分配す
る計画が実施された。これに対し、米軍政府内部では、特に馬の場合に反対があったが、農
家に保護領収書を与えて、馬は公共のために貸し出されるということをはっきりさせること

で解決した。獣医が早くから捜し求められ、米軍政府地区の全域に割り当てられた。馬に病
気が見つかると、必要な薬品が陸軍とアメリカ本国から届けられた。家畜の数を元通りにす
るために、品種改良が企画され、アメリカ本国から牛33頭（雌30頭と雄３頭のヘレフオード種）と
豚45頭（ハンプシャー種30頭バークシャー種15頭）が送られてきた(川15)。また46年10月３曰、沖縄

民政府知事は、つぎの「家畜移動取締りに関する通牒」を各市町村に発し、家畜の増殖にあ
たって公正が保たれるよう施策を講じる(46)。

一牛、馬、豚、山羊は左に褐ぐる場合の外これが移動を禁ず
（－）知事において増殖計画上必要とする場合
（二）特別なる事'盾により農務部長の承認を受けたる場合
（三）沖縄農業組合連合会の斡旋による場合

（四）市町村農業組合の斡旋による場合

二市町村における移動は其の農業組合の斡旋の場合に限る

三市町村間並びに沖縄地区外との輪移入は沖縄農業組合連合会の斡旋する場合に限
る

四第二、第三項による場合は其の都度農務部長宛報告するものとす
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先島の宮古諸島、八重山諸島でも、沖縄本島と同様な施策が採られ、八重山諸島では豚の
屠殺を制限するとともに、島外への搬出、雌豚の屠殺を禁止するなどの措置によって増殖に
努めるのであった(,､。その結果、表５にみられるように、家畜は増加の傾向をみせるように
なる。

表51940年および47年末の家畜・家禽の比較
単位：頭・羽

馬

40年

47年末

牛

豚

40年

47年末

40年

47年末

沖縄

30,000

2,726

大島

22,000

3,521

100,426

4,329

25,184

2,806

宮古

14,508

12,906

30,036

10,000

18,537

6,164

3,576

３０６

八重山

13,248

2,000

10,729

1,400

3,347

1,370

7,719

1,600

計

46,32913,096

43,43117,603

山羊

家

禽

151,42956,050
家兎
40年４７年末

40年４７年末

40年

沖縄

106,00014,187

220,000

大島

84,395

138,909

宮古

16,31321,459
8,9909,075

84,304

５２４2,158

31,261

４１９１７９

八重山

19,192

2,9921,300

20,606

3,300

９９８３８７

計

134,29546,019

４７年末

410,776191,191

10,0004,447

16,657

7,171

出所：沖縄朝日新聞社編『沖縄大観』（日本通信社、1953年）８６頁、より作成。

戦前の沖縄の工業は、家内手工業的で零細な段階にとどまっていた。砂糖精製とアルコー
ル生産の分野のみ、少しだけ近代化を達成していた。これらの工場は県都那覇市に集中して
いたが、４４年10月10曰の空襲で大部分が破壊された。工場のうち少しでも残っていたものは、
沖縄戦が続くうちにほとんど完全に消滅した。住宅の90～95パーセントが破壊されるという
状況の中で、手工芸の設備も、消滅した。熟練労働者は住民とともに避難民となるか行方不
明となるか、あるいは45年４月１曰以前に日本へ転居していった。それ故に沖縄の住民が提
供しなければならないのは、唯一確かな技術のみであった。米軍政府の課題は、住民が必要
とするものをできるだけ供給するため、戦前水準の工業の復興と拡大、新しい工業の創出を
奨励し援助することにあった。だが、ここには、つぎのような障害が横たわっていた。１）
工業の発展には適していない地域に住民を集めたこと、２）安全上の理由から住民の自由な
移動を禁止したこと、３）建物を含む資本設備や原料が不足していること、３）農業が支配
的な共同体で技術を持った職人が相対的に不足していること、４）工業に適した地域に駐屯
した戦術部隊がその土地へ執着したことである。このような状況の中で、４５年６月に米軍
政府司令部特殊査察部隊は、再定住と住宅の供給に向けて労働の使用をつぎのように順序付
けた。１）屋根の材料（とくに茅など屋根を葺く材料と支柱をとめるためのロープ)、２）

壁の材料、３）床の材料、４）木材、５）金属製品、６）マット７）衣類と縫製、８）下
駄、９）かご、１０）家庭用品、１１）家庭用家具や道具、そして最後尾におかれたのが、１２）
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お土産品として軍人に販売するための品物、であった。産業の復興が広がりをみせるように

なるが、複雑な問題が生じる。これは産業の復興に適した土地の大部分は、陸軍や海軍が接
収していたので、無理矢理取り上げて住民に開放しなければならなかったことである。陸軍

のある部隊は、使用されていないにもかかわらず、－片たりとも「譲る」のを嫌がった。だ

が、上層部は、アメリカ本国からの輸入を最小限にとどめるためには、沖縄における生産を
できるだけ回復させることが望ましいと考えていたので、使用されていない土地の開放に向

け「圧力」をかける。このうえで、織物、藍染料、セメント木材製品、畳表、漆器などの
生産に踏み切り、４６年６月までに住民の生活必需物資が生産できるようになる(48)。

沖縄の住民は、生産環境、生活環境が厳しい中でも、復興への道を、一歩一歩、歩んでい
く。これが現実の姿であった。

５復興の根底にあるもの

「復興の根底にあるもの」は何かを問うとき、重要な鍵となるのが、1945年９月22日付け
でアメリカ本国政府から連合国最高司令官マッカーサーに届いた『降伏後二於ケル米国ノ初
期ノ対日方針」の中の「三平和的経済活動ノ再開」で示された「方針」である(,9)。
曰本国ノ政策ハ曰本国国民二経済上ノ大破滅ヲモタラシ、且曰本国国民ヲ経済上ノ
困難卜苦悩ノ見透シニ直面セシムルニ至しり。日本ノ苦境ハ曰本国自ラノ行為ノ直接
ノ結果ニシテ、連合国ハ其ノ蒙リタル損害復旧ノ負担ヲ引受ケザルベシ。右損害ハ日

本国国民ガー切ノ軍事的目的ヲ放棄シ、孜々（シシ）且専心平和的生活様式二向上努
力スル暁二於テノミ復旧セラルベシ。曰本国ハ、物質的再建二着手スルト共二、其ノ

経済活動及経済制度ヲ徹底的二改革シ、且曰本国国民ヲ平和へノ線二沿上有益ナル職
業二就カシムルコト必要ナリ。連合国ハ適当ナル期間内二右諸措置ガ実現セラルルコ
トヲ妨グルコトアルベキ条件ヲ課セントスル意図ナシ占領軍ノ必要トスル物資及役務

ノ調達二関シテハ之ガ為飢餓、広範囲ノ疾病及甚シキ肉体的苦痛ヲ生ゼザル程度二於
テ曰本国ガ調達センコトヲ期待ス..…･」（難読な|日漢字はカタカナに、旧漢字は新漢字に、適宜
句読点を付した－筆者注)。

ここで大切なのは、「曰本ノ苦境ハ日本国自ラノ行為ノ直接ノ結果ニシテ、連合国ハ其ノ

蒙リタル損害復旧ノ負担ヲ引受ケザルベシ」・「占領軍ノ必要トスル物資及役務ノ調達二関シ

テハ之ガ為飢餓、広範囲ノ疾病及甚シキ肉体的苦痛ヲ生ゼザル程度二於テ曰本国ガ調達セン
コトヲ期待ス｣、との「方針」である。つまり曰本人の現在置かれている惨状は、曰本国自

身が招いたものであるから、曰本人みずからが責任をもって「復旧」にあたるべきである、
とするものである。

アメリカ本国政府の経済的負担を可能な限り軽減して占領政策を展開する姿勢は、４５年６
月から10月までの４か月間にわたって展開された「慶良間列島経済実験TheKeramaRetto

ExperimentalEconomy」の基本方針の中にも貫かれている(50)。
われわれは、経済的なユートピアを創り出すためとか、いかなる意味でも住民に飽

食させるために長期経済計画を樹立する余地はない。通貨経済への移行計画は、米本
国からの物資輸入を削減する要求を満たすための冷酷なものでなければならない。

経済計画は、輸入を抑え、生産を増大することを約束しうるものでなければならず、
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もし、それが指令に示された要求を満たしうるものでなければ、拒否しなければなら
ない。もし、ある特定の計画が、輸入を抑え生産を増大せしめうるものであっても、

そこから得られる利益は、その計画を実行するために軍政要員の増大をもたらす不利
益と比較較量して検討さるべきである。

たとえいくらかの増産が見込まれたとしても、もし軍政要員の増大を結果するので

あれば、軍政要員自体も食っていかなければならない以上、正当化できるものではな
い。

われわれは、住民の必要を最低限に押さえなければならず、彼らの欲求を人間とし
て生きる上で最小限の範囲をこえさせるほど補給すべきではない。

この基本方針は、「可能なかぎり被占領地域の経済的自立をはかって、アメリカ本国の財
政的負担を最小限におさえる」こと、つまり「最小限の財政負担による最大限の軍事目的の
達成」にあった(5,)。

また、４６年１月23日、米軍政府は、米国海軍軍政府本部指令第108号「農業中央管理」を

発令し、「人民を養うに必要な農産物を米国より輸入するを能ふ限り迅速に減ぜんが為」に
｢有効適切に全部の耕地を利用すること｣(52)、との指令を出す。

さらに、４６年４月24日、米軍政府は『沖縄に関する軍政府経済政策について」を発表し、
｢経済事業」のあるべき方向性を、つぎのように示している(53)。

農、水、工、商を含む民経済事業は明らかに変化せる状勢に対処するため或程度の
改修を加へ大体戦前の方式に沿いて再建さるくし。生産軌範は先ず直接本島の最小限
度の必要を充足し得る様組織すべし。

対外国取引の早急なる促進は殆んどこれを考慮に入れざること。将来に於ては重要
輸入品の代償として或程度の輸出品政策奨励の必要は確認さるべきものにして、将来
の経済計画は斯る輸出品の進出発達を考察すべし。

経済事業の実際機構は能う限り民営とし但し或種の事業は創設当初の間中央或は地
方行政機関、又は軍政府に依って管理及び所有し後曰大体民有に還元する予定なり。
戦前の組合組織、例えば農業組合、水産組合の如きは最大限度にこれを利用すべし。
此の計画の実際運営はこれを有能なる沖縄人に任す。但し軍政府は土地労務資本及

管理者の如き基本要素の調整を援助し且つ現場に於ける沖縄人の運営の指導監督をな
すものとす。

以上のことを端的に示すのが、米軍政府からアメリカ本国政府へ送られた「復興の始まり」
の報告の中に隠されている(５４)。

産業の復興に当たっては初期のころはどんなものでも軍政府としては実質的に関わ

らねばならなかった。……多くの場合、産業の立地に適した地域は軍から開放しても
らわなければならない。いったん開放されると次はそのための移動である。そしてこ
れには家族の移住と住居、食料の問題が出てくる。道具や器材は民間や軍から廃棄さ
れたものを利用せざるを得なかった。瓦や陶器、畳製造業の記録を読むとまるで軍政
活動の記録を読むようである。

沖縄諮詞会の産業部会は、11月までに輸出品として最適の製造業に関する大量のデー
タを集め、産業復興の勧告書を提出した。これには織物（芭蕉布)、染織（藍)、地元
セメント業、木材製品（下駄、家具類、織り機)、敷物類、金物、化学製品、漆器が
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含まれている。
1946年６月までにはこれら各種業の活動でかなりの量が生産されるようになった。
道具は現役解除部隊となった陸軍や海軍からの機材を利用してできたものであった。
沖縄の産業のために直接輸入されたものは１つもない。沖縄には全島いたるところに

個人経営の鉄工所や鍛冶屋がたくさんあるが、戦争のために持ち込まれた機械を使っ

ての大きな鉄工所が２つできた。これらの鉄工所ではギアから農機具まで何でも製造
することができた。彼らは今や戦争用具を農機具に変えつつあるのだ。原材料は、飛

行機、戦車、ジープ、トラック、船、金属製コップ（缶詰の缶)、砲弾等のスクラッ
プである。また２つの大きな木工所もつくられた。公共建築物のベンチや機織り、家
庭用家具類製造のためである。

このことは、何を意味するのか。それは、あるものすべてを利用することにより復興の一

環とする、このことにほかならない。以上展開したことを、「国家予算の歳出に占める軍事

費の割合｣、を軸に探ることにする。忘れてはならないのは、歳入の源泉は国民、であると
いうことである。

アメリカ本国政府の場合をみると、表６のとおりである。

表６アメリカの第二次大戦期における財政構造
単位：億ドル．（％）

（年度）

1943

1944

1,004

1946

650

782

937

6３（49.2）

260（80.0）

721（92.2）

870（92.8）

９００（89.6）

485（74.6）

陸軍

3７

141

423

492

５０３

278

海軍

２３

８６

209

265

３００

152

その他

３

３４

９０

103

９７

５６

退役軍人支出

６

６

６

７

２１

４３

５９

５９

５５

６０

８３

１２２

441

465

430

(43.5）

148（33.6）

160（34.3）

126（29.3）

(29.6）

183（41.5）

190（40.9）

187（43.5）

軍事支出

その他

法人課税

個人所得税
消費税
その他
財政収支

冊一Ⅲｕｎ別

財政収入

128

(27.6）

(18.4）

△5２

Ⅲ｜岬珊〃Ⅲ

325

川一Ｗ冊別別

財政支出

1942

1941

1945

△197

(36.7）

(25.8）

△559

３４

４５

５２

７６

７０

６５

△496

△539

△220

出所：渋谷博史『２０世紀アメリカ財政史Ｉ』（東京大学出版会、2005年）９３頁、より作成。

注）：原資料はAnnualReportoftheSecretaryoftheTreasury’である。

「戦争経済は、国を滅ぼす」というが、アメリカの国家予算は、破綻に近い状態にあった。

このことからすれば、米軍政府が、沖縄における経済復興を積極的に推し進めた根底には、
アメリカ国民の税負担をいかにして減らすかにあり、ここに、米軍政府の沖縄における経済
復興の真の意味があった。
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