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おわりに

はじめに

本稿は、日米の「特殊関係」が最も典型的に現れている沖縄に焦点を
当てる。1945 年の敗戦後、南西諸島は日本本土から切り離され、米軍
の直接統治を受けた。1951 年に調印された対日講和条約の第 3条にお
いて、奄美、沖縄、小笠原は日本本土から正式に分離され、引き続き米
国の統治を受けることとなった。この間、沖縄には米軍の恒久的な基地
が建設され、今日の沖縄問題の原型が形作られた。
米国は当初こそ「解放者」として沖縄住民に歓迎されたが、すぐにそ

の本性を露わにした。米軍は住民から土地を奪い、基地を建設した。こ
れに対し、沖縄では広範な層が抵抗に立ち上がった。しかしその一方で、
米国の沖縄統治に理解を示し協力した人物や勢力がいたこともまた事実
である。本稿では、米統治下沖縄における「親米派」に着目することに
よって、「日米特殊関係による東アジア地域再編の政治経済史」の一断
面に光を当てようとするものである。
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本稿では、松岡政保や比嘉秀平といった行政主席経験者に加えて、宝
村信雄という人物を取り上げる。その理由は、次の 3点である。第 1に、
宝村が陸軍士官学校を卒業した職業軍人であった、という経歴である。
「大東亜戦争」を戦った軍人から親米エリートへの転身は、敵国から同
盟国へと変貌した日米関係と重なり合う。第 2に、宝村がガリオア資金
で米国に留学して経済学を修め、帰国後はドル切り替え賛成の論陣をは
り、若くして琉球開発金融公社の総裁に抜擢され、キャラウェイ高等弁
務官の側近をつとめた経歴が、政治経済史を重視する本プロジェクトの
アプローチにふさわしいと考えられるからである。第 3に、宝村が沖縄
ではなく、鹿児島県の奄美大島出身である、ということである。戦後、
奄美群島は米統治下に入り、1953 年 12 月に本土復帰したが、これ以降、
沖縄では「非琉球人」となった奄美出身者に対する差別がより公然化し
た。にもかかわらず、なぜ宝村は沖縄で活躍の場を与えられたのか。し
ばしば忘れられがちな奄美の視点を分析に組み込むうえで、宝村はよい
題材を提供してくれるように思われる。本稿のタイトルを、「日米沖」
ではなく「日米琉」とする所以である。

１．松岡政保と比嘉秀平

戦後沖縄における親米派の「元祖」といっていいのは、松岡政保であ
る。沖縄の親米派がどのように形成されるのかを知るために、彼の経歴
を詳しく見てみよう。
松岡は 1897 年、金武に生まれた。金武は「沖縄移民の父」当山久三
の出身地であり、「ハワイに行かぬと一人前ではない」という雰囲気が
あった。先に渡航していた父の呼び寄せで、1912 年、松岡はハワイに
渡り、過酷なキビ労働に従事した。貯金を作った松岡はホノルルに出て
ドイツ人家庭に住み込み、働きながら学校に通った。尋常 6年の課程を
終えた後、李承晩が設立した朝鮮人学校に学び、さらに孫文が卒業した
イオラニ・スクールに転学した。米本土行きを直訴し認められた松岡は、
ロサンゼルスの高校を終え、南カリフォルニア大学、続いてインディア
ナ州のトライステート工科大学で学んだ。シカゴの電気研究所で働いた
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後、コロンビア大学に学び、ラジオ製作所に就職した 1）。
1927 年に帰国した松岡は、衆議院議員選挙への出馬準備を進めてい

た漢那憲和（海軍少将）を訪ねた。漢那宅に伊江朝助男爵、東恩納寛淳
（拓殖大学教授）、大田朝敷（琉球新報社長）ら郷里の先輩が集まって開
いた歓迎会で、松岡は「日本人のエネルギーの三十パーセントは漢字の
暗記に費やされる。そのエネルギーをエスペラントか、英語の習得に向
けられないでしょうか」と述べ、東恩納から「キミはアメリカかぶれし
ている」と叱られている。沖縄で漢那の選挙を手伝った後、松岡は徴兵
が免除される 37 歳まで海外で過ごすべく米国に戻り、夫婦でラジオ修
理店を営んだ。満州事変以後、日本人排斥のムードが覆ったこともあり、
1933 年、松岡は永久帰国し、理研の軍需工場の製造課長に就任した。
この頃、朝鮮人に間違えられるという理由から、姓を宜野座から松岡に
改めている 2）。
1936 年、松岡は沖縄製糖の嘉手納工場に就職し、やがて工場長に昇

進したが、45 年の沖縄戦で工場が焼けたため、郷里の金武へ疎開した。
8月 15 日、各地区司令官に選ばれた住民代表が石川市に召集され、松
岡も指名された。ここで軍政副長官のムーレー海軍大佐から日本の敗戦
を告げられた。松岡は「米国通」という理由で 15 名の諮詢委員に選ば
れた。開南中学校長の志喜屋孝信が委員長、琉球新報主筆の又吉康和が
副委員長となり、松岡は幹事と工務を兼任することとなった。46年 4月、
沖縄民政府が発足すると、志喜屋は知事、又吉は副知事、松岡は工務部
長に就任した 3）。
1949 年 10 月の中華人民共和国建国と時を同じくして、琉球軍政長官

に着任したシーツ少将は、沖縄の恒久基地化を進める一方、「民主化」
政策の一環として群島知事選挙を実施した。職務上、軍との接触の多かっ
た松岡はいち早く選挙を察知し、出馬の準備を進めた。しかし、工務部
長時代、米軍政府から知事の決済を経ないで復興費の執行を任されてい
た松岡は、民政府首脳から反感を持たれていた。志喜屋知事、又吉副知
事、比嘉秀平官房長、当間重剛経済部長ら反松岡陣営は琉球農林省総裁

1） 松岡政保『波乱と激動の回想』協栄印刷、1972年、8－ 39頁。
2） 同上、43－ 52頁。
3） 同上、53－ 76頁。
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の平良辰雄を対抗馬に担ぎ出した。復興費批判を行っていた沖縄人民党
書記長の瀬長亀次郎も交えた三つ巴の選挙の結果、当初圧勝と思われて
いた松岡は大敗し、平良が勝利した 4）。
平良の支持者たちは社会大衆党（社大党）を結成した。一方、敗れた

松岡陣営は共和党を結成した。共和党という名称は、「アメリカの占領
下であり、時の米の権力者の政策が沖縄に持ち込まれると思った」松岡
が命名した 5）。しかし、松岡自身は同党の独立志向を嫌って総裁に就任
せず、米留時代の同級生である米民政府のホーマン工務課長のすすめで
配電事業を興した 6）。
ところが、群島政府はわずか 1年半で解消され、全琉統一の中央政府

が設立されることとなった。その背景として、米民政府が復帰志向の平
良知事と、復帰署名運動の中心を担った社大党を警戒していたことがあ
る。全琉統合政府の樹立を目指す臨時中央政府の主席には、その英語力
を買われて比嘉秀平が任命された。比嘉は 1901 年読谷に生まれ、早稲
田大学文学部英文学科を卒業した。高野山中学で教鞭をとった後、恩師
の志喜屋孝信が校長をつとめる母校・沖縄県立第二中学に迎え入れられ
た。11 年の勤務の後、名護の県立第三中学に教頭として赴任し、沖縄
戦では学徒隊を率いた。戦後、志喜屋の要請で比嘉は米軍の指令や布令
の翻訳に従事し、沖縄民政府で官房翻訳課長、官房長などをつとめた 7）。
しかし、臨時中央政府主席に就任して以降、沖縄の帰属に関する比嘉

の見解は、任命権者である米国への配慮もあり、慎重かつ微妙なものに
なっていった。比嘉はインタビューで、「米国が沖縄に基地を持つのは、
沖縄の地位が、どう決まろうと動かし難い事実である。多数の早まった
人びとは、一足とびに沖縄を日本に帰そうとしているが、経済的現実を
みれば、沖縄はどこかの国の援助を得なければ立ち行かない」と述べ
た 8）。サンフランシスコ講和会議を目前に控えた 1951 年 7 月、比嘉は国
民指導員として渡米したが、その途次、「琉球住民の大多数は対日講和

4） 鳥山淳『沖縄／基地社会の起源と相克 1945－ 1956』勁草書房、2013年、
129－ 137頁。

5） 当山正喜『政治の舞台裏』沖縄あき書房、1987年、116頁。
6） 前掲『波乱と激動の回想』、127頁。
7） 比嘉の経歴については、比嘉秀平伝記編集委員会編『比嘉秀平伝』比嘉秀平
氏伝記刊行実行委員会、1983年、参照。

8） 大城将保『琉球政府』ひるぎ社、1992年、90－ 91頁。
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条約調印後、臨時的な措置として、琉球を国連の信託統治下に置くとい
うダレス大使の構想を認めているが、できるだけ早く日本に帰属できる
よう希望している」と述べたことが伝わると、社大党中堅層に衝撃を与
えた 9）。とりわけ、祖国復帰の署名運動を繰り広げていた「新進会」に
属する知念忠太郎、西銘順治、崎間敏勝、久場政彦といった若手は、比
嘉が中央委員でありながら党に相談もなく復帰尚早論を唱えたことに反
発した 10）。
1952 年 4 月、琉球政府が発足すると、比嘉は初代行政主席に就任した。
社大党との溝が深まっていた比嘉は脱党し、かつての対立相手であった
松岡と手を結び、自らの与党となる琉球民主党を結成した。党名は、ト
ルーマン政権の与党である民主党に歩調を合わせた方が「米側に好感を
与え、援助も引き出しやすくなる」という理由から、松岡が命名し
た 11）。琉球民主党は、戦後沖縄における「親米保守」の出発点となった。

２．奄美の復帰と宝村信雄

沖縄戦で主戦場となったのは沖縄本島であったが、戦後、鹿児島県の
奄美群島までが行政分離され、米軍の統治下に入った。奄美の主産業は
黒糖と大島紬だが、最大の市場である日本本土から外国製品並みの関税
をかけられ、販路を断たれた。島には復員兵や引揚者があふれていたが、
基地建設に適さない奄美では雇用もなく、住民は経済的に困窮した。住
民は米軍の放出物資に頼って生活していたが、1949 年 5 月の食料品 3
倍値上げにより、深刻な打撃を受けた。戦前のように自由に日本本土に
渡航できない奄美住民の多くは沖縄に向かったが、賃金が沖縄住民より
低く設定されるなどの差別を受けた 12）。男は日雇い人夫や軍作業員と
なったが、女の中には「特飲街に身を落としたり、外人のハーニィにな

9） 『うるま新報』1951年 8月 11日。
10） 平良辰雄『戦後の政界裏面史』南報社、1963年、252頁。
11） 前掲『波乱と激動の回想』、115頁。
12） 沖縄へ出稼ぎに行った人々からの送金以外にも、密航や密貿易が奄美の経済
を支えたが、違法行為のニュアンスがある「密貿易」ではなく「非正規交易」
と呼ぶべきだ、という議論が近年提起されている。三上絢子『米国軍政下の奄
美・沖縄経済』南方新社、2013年。
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る」人も少なくなかった 13）。
日本本土からの遮断と沖縄における奄美差別は、復帰運動に拍車をか

けた。奄美住民は官民あげて断食を行うなど、日本復帰を強く訴え
た 14）。これが功を奏し、1953 年 8 月、ダレス国務長官は奄美群島の返還
を発表した。日米交渉は 11 月中旬から外務省で始まり、大筋について
は 12 月初めまでに決着したが、通貨交換をめぐって大きな食い違いが
あった。日本側は日銀券約 9億円を準備し、1B円＝ 3円の換算率は認
めたものの、切替え B円相当額のドル償還を要求した。これに対し米
側は、切り替えた日本円はそのまま国内に留保されるので、見返りにド
ルを要求するのは筋違いである。日本側の要求通りだと前大戦で日本軍
が南方諸地域で発行した軍票の処理に遡及しなければならない、と反論
した。結局、日本側が要求を撤回し、復帰日は 12 月 25 日とすることで
合意した 15）。
こうして奄美は悲願の日本復帰を果たしたものの、復興への道のりは

険しかった。1954 年 6 月制定の奄美群島復興特別措置法に基づき、10
月にようやく復興計画が決定されたが、その基本方針は「奄美における
住民の生活水準を、概ね戦前（昭和 9～ 11 年）の本土の水準にまで引
き上げるために必要な産業文化の復興と、公共土木施設の整備や充実を
図ることを目的とし琉球諸島との関係をも考慮」したものであった。目
標が本土の 20 年前という低水準に設定されたのは、沖縄の復帰運動を
刺激しないという政治的配慮が働いたのではないか、という見方すらあ
る 16）。
いずれにせよ、復帰後の奄美は疲弊したままであった。そこで在沖奄

美人の多くは帰郷せず本土へと出稼ぎの場を変えたが、沖縄に残った者
もいた。この場合、沖縄に籍を移せば「琉球人」になるが、奄美に籍を

13） 市村彦二「沖縄の知られざる差別」『青い海』1972年春季、40頁。
14） 小谷敏「周辺地域の民族主義―奄美復帰運動の事例を中心として」『地域総
合研究』22巻 1号、1994年 9月、73－ 74頁。

15） 村山家國『新訂奄美復帰史』南海日日新聞社、2006年、476－ 477頁。
16） 吉田慶喜『奄美の振興開発』本処あまみ庵、1995年、87－ 92頁。1968年
に奄美を視察した沖縄の復帰問題研究会メンバーは、奄美では復帰運動は盛ん
だったものの復帰後の青写真がなく、住民の中には「沖縄再復帰論」すら存在
した、と指摘している。復帰問題研究会『奄美群島調査報告書』1968年 10月、
3頁。
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残したままならば「日本国民」であるため、「非琉球人」として扱われる。
「非琉球人」は、指紋を押捺した外国人登録証を常時携帯しなければな
らず、参政権、土地所有権、公務員試験受験資格、国費留学受験資格な
どは剥奪され、銀行からの融資も制限されたが、税金だけは琉球人並み
に徴収される差別を受けた 17）。
「非琉球人」である場合、公務員は退職を余儀なくされた。幹部も例
外でなく、奄美出身の泉有平副主席は解任された。こうした事態を憂慮
した比嘉は、泉を主席特別顧問に任命した。泉は後に那覇日本政府南方
連絡事務所の次長に起用され、在沖奄美連合会会長として在沖奄美人の
処遇問題に取り組んだ 18）。琉球銀行総裁の池畑嶺里もまた、「琉球の中央
銀行たる琉銀に外国人の総裁を置くわけにはいかない」という理由で解
雇された 19）。
他にも多くの奄美出身公務員が公職追放されたが、「復興金融公庫総

裁の宝村信雄」や「電電公社総裁の屋田甚助」も追放されたとする記述
がしばしば見受けられる 20）。しかし、宝村も屋田も、奄美復帰時点では
まだその地位にない。そもそも、宝村が総裁をつとめたのは「開発金融
公社」であって「復興金融公庫」ではない。同じく屋田が「電電公社」（琉
球電信電話公社）総裁というのも間違いである 21）。正確を期すため、宝
村自身が米軍に提出した履歴書に基づいて、その歩みを確認しておこ
う 22）。
宝村は 1922 年 11 月 12 日、鹿児島県の奄美大島名瀬に生まれ、39 年
10 月、県立大島中学を卒業した。同年 11 月、陸軍士官学校に入学し、

17） 詳しくは、土井智義「米国統治期における在沖奄美住民の法的処遇について」
『沖縄県公文書館研究紀要』16号、2014年 3月。

18） 前掲『比嘉秀平伝』、141－ 142頁。
19） 中村僑次「異土の同胞 7」『南海日日新聞』1984年 7月 13日。
20） たとえば、佐野眞一『沖縄だれにも書かれたくなかった戦後史』集英社イン
ターナショナル、2008年、245頁。

21） 屋田は 1908年生まれ、東京外国語学校卒業後、本土で教職につき、41年陸
軍翻訳官、戦後は臨時北部南西諸島政庁、奄美群島政府、琉球政府に勤務し、
沖縄短大助教授などを経て、59年琉球水道公社総支配人、63年同総裁、65年
琉球電力公社総裁となった。屋田の経歴を貫くのは英語の運用能力であり、こ
の点で宝村と共通する。川手摂『戦後琉球の公務員制度史』東京大学出版会、
2012年、262－ 263頁。

22） Takaramura, Nobuo(President, RDLC), USCAR Records, The Public Affairs 
Department, Box No.348 of HCRI-PA, Folder No.21,国立国会図書館憲政資料室所
蔵。
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42 年 12 月に卒業した（陸士 56 期）。相武台時代の校長は、後に沖縄守
備隊第 32 軍司令官となる牛島満であった 23）。陸士卒業後、43 年 5 月陸
軍少尉・戦車第 15 連隊小隊長、同年 9月陸軍戦車将校学校卒、44 年 3
月中尉・第 29 軍参謀部勤務、45 年 6 月大尉・戦車隊中隊長と昇進した。
マレーにて南馬来軍副官として終戦処理にあたり、46 年 9 月復員し、
家業に従事した。
奄美群島政府が発足すると、宝村は財政部（予算編成係）に勤務し、

1950 年 6 月、秘書課長となった。52 年 4 月、琉球政府の発足とともに
沖縄に来た宝村は、商工局主事（企画担当）兼合同外資導入審議委員会
秘書となった。53 年 6 月琉球銀行に転じ、支店勤務を経て、同年 11 月
総務部翻訳課に配属された。同年 12 月 25 日の奄美返還を受けて、宝村
ら琉銀職員は米民政府の大尉らと名瀬を訪れ、B円の回収業務にあたっ
た 24）。なお、奄美の日本復帰に伴い、「琉球人」になるか「日本国民」に
なるかの選択を迫られた宝村は、「沖縄に骨を埋める」べく本籍を那覇
に移している 25）。
1954 年 7 月、宝村はガリオア留学生として渡米し、ペンシルベニア

大学ウォートンスクールで金融と経済学を専攻した。留学中、宝村は下
宿、学校、図書館の三角形から脱線しないほど猛勉強した 26）。57 年 2 月、
論文 Reconstruction and Development of the Okinawan Economy with 
Emphasis upon Monetary Methods で修士号を取得した宝村は帰国して
琉球銀行に復職し、6月外国部電信課長（心得）、58 年 4 月には調査部
調査課長兼統計課長に昇進した。
宝村は、ガリオアで米国に留学した「米留組」が 1952 年に組織した
親睦団体「金門クラブ」の会長もつとめている。金門クラブの主な活動
は、月例会と奨学事業であった。月例会は、米軍の将校クラブ「ハーバー
ビュークラブ」を借りて行い、米高官、沖縄側の政財界、教育界の有力
者がゲスト・スピーカーとして招聘された。意外なことに、「反米」の
代名詞である瀬長亀次郎も月例会に招聘されている 27）。宝村が会長の任

23） 「人物地帯」『沖縄タイムス』1970年 3月 6日。
24） 宝村信雄「B円軍票のあとしまつ」『金融経済』1958年 3月、33頁。
25） 親泊政博編『沖縄経済を担う人々』琉球新報社出版部、1962年、86頁。
26） 同上、85頁。
27） 市井吉興「金門クラブへの「まなざし」」『言語文化研究』15巻 2号、2003
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にあったのは、1958 年から 1960 年までの 2期である。後述する通り、
この間、宝村は通貨論争で華々しく論壇に登場し、37 歳の若さで琉球
開発金融公社総裁に抜擢された。歴代の会長のうち、奄美出身で会長を
経験しているのは、おそらく宝村のみである 28）。

３．ドル経済圏へ

奄美を早々と返還した米国であったが、沖縄については話は別であっ
た。奄美返還を翌月に控えた 1953 年 11 月、来沖したニクソン副大統領
は「沖縄は巨大な軍事基地であり、これは単に米国の自由な国民だけで
なくアジアの自由な諸国民にも利益をもたらすであろう。米国は、この
地域に共産主義の脅威が続く限り沖縄に軍事基地を保持しなければなら
ない」と述べた。ニクソンが行政府を訪れた際、比嘉主席は各局長を紹
介して歓迎の意を表した。ところが、「ミスター・セナガ」と紹介され
た途端、ニクソンは思わず手を引っ込めた。「反米の闘士」瀬長亀次郎
と誤解したのである。比嘉が「経済企画室長の瀬長浩です」ととりなす
と、ニクソンはやっと握手し、瀬長が米留組と知ると談笑に変わっ
た 29）。
ニクソン談話にある通り、米国は講和後も、力づくで沖縄の軍用地を

接収していった。1954 年 3 月、米民政府は借地料の地価相当額を一度
に払うことで永代借地権を設定する方針を発表した。この軍用地一括払
い方針に対して沖縄では反発が広がり、比嘉主席を団長とする沖縄土地
代表団が渡米した。これを受け、米下院はプライス議員を団長とする調
査団を沖縄に派遣したが、彼らの出した報告書（「プライス勧告」）は沖
縄の基地の重要性を強調し、軍用地接収を正当化した。この内容が明ら
かになると、沖縄では「プライス勧告」撤廃を要求する「島ぐるみ闘争」
が全島で展開された。

年 10月、175頁。
28） しかし、金門クラブの記念誌には、宝村に関する記述はほとんど見られない。
ガリオア・フルブライト沖縄同窓会編『エッセイズゴールデンゲート』ひるぎ
社、1987年、および、同『写真とエッセイ　米留五〇年』ひるぎ社、2000年。

29） 前掲『比嘉秀平伝』、142－ 143頁。ちなみに、瀬長浩はハワイ大学へ 1年
間留学したが、金門クラブには入会していない。「沖縄 (6)新エリート」『朝日
新聞』1963年 5月 31日（夕）。
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1956 年 10 月 25 日、米軍と住民の板挟みになっていた比嘉主席が急
逝した。後任として松岡が有力視され始めると、政財界の中に危機感が
高まり、かつて比嘉らとともに松岡の群島知事当選を阻止した当間重剛
那覇市長を推す動きが広まった。当間が「地料の一括払いに必ずしも反
対でない」という立場をとっていたこともあり、米民政府は当間を主席
に任命した。当間は 1895 年那覇生まれ、京都帝国大学法学部を卒業後、
神戸地裁の判事などをつとめた。その後、父の跡を継いで那覇市長とな
り、戦時中は大政翼賛会沖縄支部長でもあった。戦後、当間は沖縄民政
府経済部長、同行政法務部長、琉球上訴栽首席判事などを歴任した。53
年 11 月、又吉康和の急逝に伴う選挙で那覇市長に返り咲いた。この経
歴から分かる通り、当間は松岡や比嘉と違い「英語マン」でも「米留組」
でもない。しかし当間は、「アメリカをしいてほめるんじゃないが悪政
ではない。そう映るのは劣等感をもっているからで、この沖縄の人の劣
等感というのは、大和人でもアメリカ人でもよそから来る人に対しては
絶えず感じているものだ」と考えるような、現実的な政治家であっ
た 30）。ちなみに、当間は自らと経歴の似た大田政作を副主席に据えてい
る 31）。
さて、当間の行政主席転出に伴い、那覇市長選が行われたが、当選し

たのは沖縄人民党の瀬長亀次郎であった。米民政府は補助金打ち切りな
ど容赦なく市政を妨害し、最終的には瀬長の被選挙権を剥奪した。しか
し、出直し選挙でも同じ党派の兼次佐一が当選するに及んで、米国は強
い衝撃を受けた。土地問題に端を発する混乱を受けて、米国は沖縄統治
の再検討を迫られた。基地の安全保持を図るためには、沖縄住民の経済
的福祉を向上させる必要がある。しかし、アイゼンハワー政権の緊縮財
政でガリオア援助は削減されていたし、朝鮮戦争前後のような基地建設
にまつわる莫大な基地収入はもはや望むべくもなかった。そこで着目し
たのが、外資導入である。すなわち、沖縄で流通する通貨を B型軍票
からドルに切り替えるとともに、貿易・為替および資本取引を自由化す

30） 当間重剛『当間重剛回想録』当間重剛回想録刊行会、1969年、248頁。
31） 大田は 1904年国頭村生まれ、早稲田大学法学部卒業後、長崎地裁や那覇地
裁などの判事をつとめ、台湾総督府の澎湖庁長で終戦を迎えた後、熊本で弁護
士業を開業した。



85法政論集　260号（2015）

日米琉特殊関係の政治経済史（池田）

ることで外資を呼び込もうとしたのである。
レムニッツァー琉球列島米国民政長官の要請を受け、1957 年 3 月、
金融通貨制度調査団が派遣された。その勧告は、ドル通貨の導入、銀行
為替取引の自由化、外資導入、米民政府の金融に関する機能強化など 9
点を挙げ、沖縄統治の費用を削減し、占領状態から「正常化」し、米国
政府からの財政支援なくして「自立」できる沖縄経済を作るための内的
条件（銀行、投資信託公社、米民政府、琉球政府のそれぞれの役割の明
確化）と外的条件（外資導入）の整備をうたった 32）。報告を受け取った
レムニッツァーは、通貨切り替えを 7月 1日までに完了したいという意
向を陸軍省に伝えた。陸軍省は調査団の勧告をほぼ全面的に受け入れ、
国務省の見解を打診した。国務省は、沖縄での現行の通貨を「正常化」
する措置には賛成だが、ドルへの切り替えには反対した。その理由は、
この措置が沖縄の永久的保有への意思表明と日本側に受け止められるこ
と、沖縄の潜在主権はあくまで日本にあること、米国領のグアム、プエ
ルト・リコ、バージン諸島とは異なり、沖縄についてはフィリピンと同
様に統治の当初から永久併合の意思を持っていない。そして、米国統治
から離れたフィリピンの経験を取り上げて、沖縄での独自通貨の発行を
示唆した。
しかし陸軍省は、新規通貨への切り替えには米国内の政治的財政的困

難が伴う、と反論した。両省は対立したが、1958 年 2 月に入り、①国
務省と緊密な協力の下でドル切り替えの発表・実施を行う、②発表時期
を日本の総選挙終了後とし、日本政府と事前の打ち合わせを行う、③行
政的、経済的措置として切り替えを行う、という 3点を条件として、国
務省は折れた 33）。岸信介首相は、ドル導入を推奨はしないが、通貨交換
には理解を示していた。ただし岸は、国会開会中に通貨交換が発表され
ると社会主義者たちの攻撃材料となり、すべての沖縄問題に悪影響を及
ぼす、と懸念し、通貨交換に関する発表に先立って、軍用地問題に関す
る決定がなされることを希望した 34）。岸の要望は受け入れられ、7月 30

32） 我部政明『日米関係のなかの沖縄』三一書房、1996年、105－ 107頁。
33） 同上、109－ 111頁。
34） Memorandum From the Secretary of State Dulles to President, August 11, 1958, 

Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol.XVIII, Japan;Korea, 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1994, pp.50-51.
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日に土地代一括払い中止が発表された後、8月 23 日にドル切り替えが
発表された。続いて 9月、米民政府は 4つの布令を出し、資本、貿易、
為替取引の自由化と、自由化政策の目玉として自由貿易地域の設置を打
ち出した 35）。

４．久場・宝村通貨論争

ドル切り替えの正式発表に先立つ 1958 年 4 月 11 日、在沖米軍要員の
使用していたドル表示軍票が米ドルに切り換えられた。翌日、沖縄の英
字新聞『モーニングスター』は「ついでに住民側の B円軍票も廃止し
て合衆国ドルに琉球の通貨を統一せよ」と主張した。5月 23 日、ブー
ス高等弁務官は当間主席、安里積千代立法院議長、富原守保琉銀総裁の
3名を呼び出し、正式発表があるまで口外せぬよう前置きしたうえで、
通貨交換を行うと言い渡した 36）。
しかし、すでに沖縄住民の間では通貨交換の噂が広がっており、政財

界では論争が始まった 37）。ドル切り替え賛成の立場から口火を切ったの
が、琉球銀行調査課長の宝村信雄であった。職業軍人出身の宝村には軍
票に関わる原体験があった。日本軍はマレーで円表示の軍票で兵隊の俸
給を支払い、通貨として全ての用事が足りていた。太平洋のどの島が陥
落したという敗報が伝わる度に軍票の価値は下落し、良いニュースが伝
わると持ち直るという調子であったが、軍の力で公然市場では価値を
保っていた。しかし、敗戦で日本軍票は紙切れと化した。イギリス軍が
進駐して日本軍票の無効を宣言すると、日本軍票を大量に持っていた華
僑が一致団結して抗議した。その後、復員した宝村は、米軍政下の奄美
で米軍票を使う住民の立場になったのである 38）。

35） 琉球政府はその後、那覇港に隣接するガリオア倉庫 2棟を自由貿易地域とし
て指定したが、台湾や韓国の輸出加工区のような成果を挙げることはなかった。
畠山大「沖縄における自由貿易地域の構図」『商学研究論集』16号、2002年。

36） 富原守保『金融の裏窓十五年』経済評論社、1964年、64－ 65頁。
37） 久場・宝村通貨論争の経済学的評価については、小野一一郎「沖縄における
ドル切替えをめぐる論争について (1)」『経済論叢』99巻 4号、1967年 4月、
同 (2)、100巻 4号、1967年 10月、松田賀孝『戦後沖縄社会経済史研究』東京
大学出版会、1981年、琉球銀行調査部編『戦後沖縄経済史』琉球銀行、1984年、
などを参照。

38） 宝村信雄「B軍票、オペレション、及びその影響」『金融経済』1956年 1月、
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さて宝村は、イギリスのインドやマレーに対する、フランスのインド
シナやモロッコに対するような搾取的な植民地という思想は沖縄にはあ
てはまらない、と主張する。なぜなら、米国は「何等の天然資源もなく
台風の吹きまく貧乏な一孤島」である沖縄に多額の援助費をつぎこんで
いるのであり、「沖縄がアメリカの納税者を搾取している」のである。
その理由として宝村は、①米国は豊かな国で、他国への援助が自国経済
の何％にもあたらないこと、②自分達の生活信条を破壊する共産主義の
侵略をいかなる犠牲を払っても食い止めたいという強い欲求、③元々イ
ギリスの植民地だった米国は血をもって独立を戦いとった自負心があ
り、植民地に対する同情心が強い、という 3点を挙げる 39）。
大日本帝国の陸軍エリートであった宝村をここまで親米的にしたの

は、米国留学であった。「アメリカにきて、沖縄で知る事の出来なかっ
たいろいろの点を学ぶ機会に恵まれ」た宝村は、「資料を調べれば調べ
るほど、民政当局の誠実と真摯な努力、琉球経済発展への熱意をより多
く知らされて、その昔馬来の軍司令部の部附将校として馬来軍政の大要
を些かでも知っている私はアメリカの沖縄に対する援助、特に私の専攻
分野である通貨問題に対する誠実公正さに公平な立場から、之をたゝえ
てよいと思う」と述べている 40）。
以上のような親米的立場から、宝村は「軍票というアメリカの三等通

貨であるに拘らず、同じ米国政府の発行している一等通貨米本国ドルに
切替え」る措置について、地元紙で連日考察した 41）。彼によれば、①為
替レート上、沖縄住民は実質的に非常に得をする、②ドル獲得及び輸出
は増大する、③外資が沖縄に集まり各種の事業が興る、④沖縄住民個々
の満足と利潤の総和は大となる、⑤必要な資金量は確保できる、⑥ B
円の償還は終わる、という 6つのメリットがあるというのである 42）。
これに対し、保護貿易論の立場から反対を唱えたのは、やはり米留組

67－ 69頁
39） 同上、82－ 83頁。
40） 同上、90－ 91頁。
41） 宝村信雄「沖縄におけるドル切替えの意義」『季刊沖縄と小笠原』1958年 10
月、30頁。

42） 宝村信雄「米ドル通貨の沖縄経済に及ぼす影響」『琉球新報』1958年 7月 5
日（夕）～ 8日（夕）、7月 19日（夕）～ 7月 24日（夕）、同「ドル切替えの
経緯と影響」『琉球新報』1958年 8月 27日（夕）～ 8月 31日（夕）。
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であり、かつて社大党「新進会」の一人として比嘉主席の復帰尚早論に
反発した久場政彦・琉球大学助教授である 43）。久場は、土地問題は一部
の地主階級の地代に関するものであったが、ドル切り替えは全住民の誰
もが直接に影響を受け、かつ将来の琉球の行方をも規定する大事件であ
る、とする。久場は、住民が最もユニバーサルな流通性を有する米ドル
を直接保有することのメリットを認めながらも、琉球経済がドル経済圏
に直接つながる危険性を指摘する。すなわち、B円なら外部から狙われ
る恐れはほとんどないが、外資がドルの新開地たる琉球経済圏めがけて
進出してきた場合、零細な琉球の民族資本は圧迫されてしまう 44）。そこ
で、民族資本を育成して生産を促進し、自国経済の自立化を図るために
たとえ安価良質であっても外国商品あるいはそれの供給者である外商の
侵入をできるだけチェックし、ドルの外部への流出を極力抑制し、国民
経済の拡大再生産に努力すべきである、と論じた 45）。
両者は、紙面上だけでなく、9月 8日には立法院通貨対策特別委員会

に参考人として招かれ、火花を散らした 46）。9 月 16 日からは、1ドル＝
120B 円の換算比率で交換が実施された。回収された B円は米兵が再鑑
した後、ドラム缶に投げ込まれ、セメント詰めされて深海に投棄され
た 47）。こうして通貨交換はすでに断行されたが、論争は続いた。宝村は、
久場が民族資本擁護という美名に酔い過ぎて、民族という語の定義を
はっきりさせていない、と批判した 48）。宝村は、復帰論者のはずの久場
が「日本円は望ましくない。日本復帰をすれば琉球民族資本を枯渇する」
という「琉球民族主義的意見」を述べている、と揶揄する。宝村は、琉
球の実質国民所得を増加させるには日本円切り替えまたは日本復帰でも

43） 久場は明治大学政治経済学部経済学科卒、1950年沖縄群島政府財政部副部
長、52年国民指導員として渡米、53年琉球大学社会科学部助教授となり、56
年ミシガン州立大学に留学した。久場政彦『戦後沖縄経済の軌跡』ひるぎ社、
1995年。

44） 久場政彦「ドル切替え後の諸変動に対する考察 (2)」『沖縄タイムス』1958
年 9月 8日。

45） 同 (3)、『沖縄タイムス』1958年 9月 9日。
46） 立法院通貨対策特別委員会議録 第 3号、1958年 9月 24日、立法院委員会議
録第 12回議会（定例）閉会中、立法院事務局、5－ 9頁。

47） 宝村信雄「ドル切替物語」『金融経済』1958年 10月、45頁。
48） 宝村信雄「ドル切替えを一貫する経済理論―久場氏への反論 (1)」『沖縄タイ
ムス』1958年 9月 18日（夕）。
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構わず、またドル通貨でも B円よりはよほどましだという。すなわち
沖縄を沖縄だけの独立経済におかずに、より広い経済圏の一環に組み入
れた方が良い、と主張したのである 49）。
沖縄が日本復帰しても沖縄資本がすぐつぶれるとは思わない理由とし

て、宝村は奄美の例を挙げる。この年正月、奄美大島に帰省した宝村は、
本土商人達が既存の商店を代理店や特約店の形式で活用し、自分も儲け、
大島商人達にも儲けさせる方式をとっている実態を目の当たりにした。
沖縄の場合、軍基地収入があり、奄美より既に資本蓄積をしてきており、
沖縄企業の壊滅など起こりえない、と述べた 50）。
宝村はかつてマレーの占領地行政を担当していた際、現地住民の食糧

に困窮し、タイから米を輸送するため多数の部隊を動員した事実を紹介
した上で、「日本軍すらもこのような占領住民の生活及び福祉には、戦
時中にも拘らず、最大の努力と誠心をつくしてきた」という。宝村は「善
意と信頼及び相互の理解をもってアメリカのドル切替えの意図がブース
声明の通り、真に沖縄経済の発展にあり、他に意図はない」と確信して
いたが、「強いて米国の政治的意図の裏」を読むとして、「アメリカは沖
縄経済ををよくし、十年二十年立つうちに、住民大部の生活水準があがっ
て皆物質的に満足すれば、次第に「ヤンキー・ゴー・ホーム」をいわな
くなり、はては「日本復帰」をも忘れるように軟化していくことを暗に
期待している」と見通した 51）。
宝村からの反論を受けた久場は、「民族資本」の定義をめぐって、沖
縄人は東京人や大阪人と同じで日本民族の部分的地理的呼称であり、
従って民族資本とは、日本民族ではあるが、敗戦の結果、本国から行政
的に分離された地域に住み、仕方なく外国の統治を受けている沖縄人の
資本という意味である、と説明した 52）。その上で久場は、沖縄が米国資
本の流入を恐れるなら日本資本をも恐れるべきである、という論の進め
方に対しても異論を唱える。仮に沖縄人が他県人に負けたとしても、そ
の沖縄人は日本の別の県に行って自己に適した仕事を見つけることもで

49） 同 (2)、『沖縄タイムス』1958年 9月 19日（夕）。
50） 同 (7)、『沖縄タイムス』1958年 9月 24日（夕）。
51） 同 (10)、『沖縄タイムス』1958年 9月 27日（夕）。
52） 久場政彦「ドル切替えと自主的経済政策の樹立―宝村氏の反論に答う (3)」『沖
縄タイムス』1958年 10月 8日（夕）。
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きるし、失業して困窮するならば同じ法の庇護の下に社会保障法や失業
保険法による救済を受けることができる。他県の商人によって沖縄県の
富が持ち出されても、平衡交付金や年金、恩給などの形で必ず還流され、
また生活保障費や産業振興費も請求することができる。しかし米国と沖
縄の場合、こうはいかないのである 53）。
もっとも、久場は、成長の見込みなき劣弱資本を援助して資本の浪費

をなし外資なら全てを締め出すべしと言っているのではなく、琉球経済
の自主的発展に資する外資なら歓迎すべきであり、そういった外資の判
定には経済活動の主人公たる住民の意思が尊重されなければならない、
と主張した 54）。

５．「宝村天皇」の誕生

ドル切り替えに対して、一般世論は批判的であった。最初に噂を取り
上げた『沖縄タイムス』は、軍票である B円の切り替えは必要としつ
つも、ドルを法貨にすることには反対した。自治権拡大のためにも通貨
の発行権を住民に移し、米ドルを発行準備とする琉球ドルを採用せよ、
と主張した 55）。琉球商工会議所をはじめとする民間諸団体も、だいたい
同様の意見であった。琉球政府の経済問題についての諮問機関である経
済審議会は「通貨に関する建議書」を提出し、これを契機に①ドル管理
権、②貿易管理権、③通貨発行権を獲得し、大幅な自治権拡大につなげ
るべきだ、と提言した 56）。
このように沖縄の世論が反対一色で塗りつぶされている中でも、宝村

を激励する住民は相当多かったという 57）。通貨交換から 1年後、宝村は、
「沖縄島内だけに留まっている人々にはそれ程感じないのであるが、沖
縄島外を旅行した人はドル通貨の偉力をしみじみ感じている」として、
「一年前、ドル切替えに反対した民族感情論は、逐次業界から消えてい
くようだ。そして、沖縄復興の手段として、ドルを活用したらよいので

53） 同 (4)、『沖縄タイムス』1958年 10月 9日（夕）。
54） 同 (5)、『沖縄タイムス』1958年 10月 10日（夕）。
55） 「“琉球ドル ”の発券を提案する」『沖縄タイムス』1958年 8月 13日。
56） 前掲『戦後沖縄経済史』、577－ 578頁。
57） 寶村信雄「ドル切替え談義しめくくり」『今日の琉球』1959年 2月、5頁。
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はないかという、現実的な考えが逐次支配してきている」と評価してい
る 58）。
久場との通貨論争を通じて浮き彫りになるのは、宝村が米国の統治や

政策の忠実な代弁者・擁護者・宣伝者であるとともに、筋金入りの自由
化論者である、ということである。1959 年 7 月、香港を視察しその発
展を垣間見た宝村は「民族資本をもち出したり、猫も杓子も外資反対を
唱えたのでは、自由貿易地帯設立の意義がない。外資でも沖縄資本でも、
沖縄経済に雇用をうみ出すものは奨励してでも導入する程の積極性がな
いと、沖縄経済は永久に過剰人口と貧乏に悩まされないとも限らない」
と、改めて自由化の必要性を訴えた 59）。比喩を好む宝村は、「すべて尾張
の関所を開放して、出入自由」にした「織田信長の型破りの自由政策は、
尾張の経済を富まし、遂に彼が全国統一の野望を果す原動力の手がけと
なっていった」と、信長を手放しで礼賛している 60）。
一方、外資の襲来とは逆に、通貨交換によってドルが流出するのでは

ないか、という懸念に対して、宝村は「アメリカが沖縄に駐屯している
限り、必要な資金は必ず流通し、住民の生活水準は保持される」「ドル
収入の八十％を占める軍基地が存在するかぎり沖縄経済の衰微の心配は
ない」と楽観視している 61）。宝村は、ハワイで駐屯部隊が移動する噂が
出ると、部隊引き止め運動が起こることを紹介した上で、「沖縄の現在
の高い生活水準はアメリカ軍駐屯にその源を発している」として、基地
依存経済を肯定的にとらえている 62）。
さて、ドル切り替えに伴う政策一環として、琉球復興金融基金（復金）
を解消して、1959 年 10 月、琉球開発金融公社（開金）が設立された。
開金の初代総裁には、琉球製糖取締役企画部長であり琉球政府経済局長
を歴任した瀬長浩が任命された。ところが、その直後、当間の後任とし
て行政主席に就任した大田政作が瀬長を副主席に要請した63）。そのため、

58） 寶村信雄『琉球列島におけるドル切替え後の経済影響』琉球列島米国民政府、
1959年、38－ 39頁。

59） 宝村信雄「香港の印象」『今日の琉球』1959年 9月、12－ 15頁。
60） 宝村信雄「経済開発と運輸」『今日の琉球』1963年 8月、6－ 7頁。
61） 宝村信雄「米ドル通貨の沖縄経済に及ぼす影響」③『沖縄タイムス』1958
年 7月 7日（夕）。

62） 同②、1958年 7月 6日（夕）。
63） 琉球銀行調査部編『琉球銀行三十五年史』琉球銀行、1985年、156頁。
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宝村が急遽後任に充てられたのである。宝村の起用にあたっては、開金
の初代理事長に就任した民政府財務部長ハミルトンの力が大きく働いた
と言われた 64）。琉球銀行の一課長であった宝村が、37 歳の若さで開金総
裁に抜擢されたことは、世間の耳目を集めた。
開金の前身である復金は 1950 年 4 月、ガリオア見返資金 1億 B円（約
83 万ドル）で設立され、琉球銀行にその運営を委託された。その後 10
年間に資産は約30倍の2500万ドルに増加した。この間、復興資金をもっ
て庶民住宅が約 1万 8000 軒も建てられた。さらに約 1700 の商業店舗お
よび倉庫、小型を含めて約 220 の製糖工場、約 30 のパインおよび農林
産加工工場、約 46 隻の運搬船、38 隻の汽船、その他配電会社、水道施
設等が設立・整備された。沖縄の住宅および重要産業はほとんど復金の
融資援助をうけてきたといっても過言ではない、と宝村はその役割を高
く評価していた 65）。
1959 年末に沖縄を視察した日本銀行調査局次長の吉野俊彦は、宝村

について「新設の琉球開発金融公社の総裁に一躍数階級特進した人であ
る。このような思いきった若返り人事は琉球の若年層にとってよい刺戟
となったらしい」と評している 66）。宝村に 6年間仕えた大湾朝明は、宝
村が「なにわ節的ウエットさとアメリカ的合理精神」を併せ持つ「激情
家」であったものの、「組織のトップとして最高の統率力と先見性をそ
なえていた。世間ではキャラウェイとの密着ぶりがとやかく言われてい
るが、少なくとも沖縄の経済開発について並々ならぬ情熱を持って」お
り、「一例を挙げれば、米国の余剰農産物資金の導入は宝村氏の情熱が
なければ実現できなかっただろう」と証言している 67）。
しかし、米国流の人事が、年功序列の伝統が依然として根強く残る沖

縄において反発を招き、宝村が民間側からは煙たい存在と見なされる原
因となったことも否めない 68）。宝村は、「別名 “宝村天皇 ”と呼ばれ、氏
の鶴の一声で融資が決まると言われたほどの実力総裁」ではあったが、

64） 金城弘征『金門クラブ』ひるぎ社、1988年、82頁。琉球開発金融公社編『琉
球開発金融公社 10年史』琉球開発金融公社、1972年、10頁。

65） 宝村信雄「復興金融から開発金融へ」『今日の琉球』1960年 5月、23頁。
66） 吉野俊彦『琉球旅行記』至誠堂、1960年、10頁。
67） 前掲『金門クラブ』、83－ 84頁。
68） 勝連哲治「宝村信雄」『沖縄大百科事典』中巻、沖縄タイムス社、1983年、

691頁。
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「三十代の若きエリートの氏は沖縄財界の長老からは煙たがられ、彼ら
と個人的な付き合いはほとんどなかった」という。実際、國場組創業者
の国場幸太郎は宝村を「アメリカ人の番頭」「高等弁務官キャラウェイ
氏の虎の威を借りて威張る若造」と忌み嫌っていた。宝村もまた、「沖
縄の経済界は幸太郎さんみたいな無学な老人に指導されているのはダメ
だ」と公言して憚らなかった 69）。

６．キャラウェイ旋風

1961 年 6 月、池田＝ケネディ共同声明は、「米国が琉球住民の安寧と
福祉を増進するために一層の努力をはらう旨確認し、さらに、この努力
に対する日本の協力を歓迎する」ことを明らかにした。その後、ケネディ
大統領は 62 年 3 月、沖縄に対する日本の潜在主権を認めるとともに、
琉球政府に対する行政機能の移譲など自治権拡大を示唆した。また、沖
縄に対する米国の財政援助を大幅に増やし、日本政府援助を受け入れ日
本政府との協力を促進することも発表された。しかし、日政援助を受け
入れれば沖縄統治に日本政府が干渉することになるとして、基地の自由
使用を死守したい米軍部は「ケネディ新政策」に反発した。このような
状況で沖縄に吹き荒れたのが「キャラウェイ旋風」である。
キャラウェイ旋風は、政治的側面と経済的側面からなる。政治的には、
自治権の拡大等を指示したケネディ新政策に対して、キャラウェイ高等
弁務官が逆に直接統治や日琉離間政策に打って出た、という側面である。
彼は宝村ら一部の側近を頼みとし、新任の文民民政官や米民政府の文官
職員、琉球政府を全く信用しなかった。大田主席が池田勇人首相に提案
した「日米琉懇話会」の設置を認めなかったのは、離日政策の一例であ
る 70）。
経済的には、海外の諸要素導入によって経済開発を促進すべく自由化

体制へ転換したにもかかわらず、現実には依然として自由化体制に反発
する経済集団が存在していると見たキャラウェイが経済界に介入した、

69） 國場幸一郎『私の沖縄と私の夢』新沖縄経済、2004年、126－ 130頁。
70） 宮里政玄「キャラウェー旋風［政治］」前掲『沖縄大百科事典』上巻、868頁。
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という側面である 71）。キャラウェイは金融検査部の監督権限を強化した
上で、米民政府に同検査部の人事介入権を認めさせた 72）。彼の意を受け
た宝村は、海軍兵学校出身（76 期）で米留組の外間完和（琉球大学助
教授）に金融検査部長に就任するよう説得した。躊躇する外間に、宝村
は「弁務官はいま琉球の政治、特に金融機関の経営及びその監督につい
ては乱脈の状態にあると認識している。琉球の住民は改革を待っている。
米国の納税者の金で米国の大学でいろいろなことを学んだ外間のような
若者が住民の期待に背を向けて琉大に引き籠るとは何事だ」とたたみか
けた。半ば強引に金融検査部長にさせられた外間は、キャラウェイに何
十通と覚書を送ったが、文書による返事は一度もなく、ほとんどの場合、
宝村を通じた口頭によるイエス、ノーの返事が来るだけであり、その意
味で宝村の存在は大変貴重であった 73）。
外間部長の下、三和相互銀行、沖縄相互銀行、沖縄銀行などが情実融

資、汚職、背任行為で摘発されただけでなく、手入れは農業協同組合連
合会や保険業界にも及んだ。その一方でキャラウェイは、米軍基地内で
銀行業務を行ってきたアメリカン・エキスプレスが地元銀行と同様の営
業活動を行えるようにする外資導入策を打ち出した。銀行協会会長とし
てこれに反対した富原琉銀総裁は辞任に追い込まれた。アメックスに続
いて、バンク・オブ・アメリカも沖縄での営業が認可された 74）。
1963 年 3 月 5 日、金門クラブの月例会に招かれたキャラウェイは、「現
在依然として神話が現実を覆っている分野、即ち、自治と誤称され、い
ろいろな表現で曖昧にされている分野」について話し始めた。すなわち、
「自治」（autonomy）とは自治政府を意味するが、この定義の論理から
すれば琉球列島における自治論者は外部からのいかなる抑制をも一切受
けない自治政府の樹立に尽力していることになる。これはとりもなおさ
ず独立国家を主張していることを意味する。しかし、自治政府は実在し
ないし、琉球住民の自由意志で再び独立国家となる決定を下さない限り
将来においても存在しない。彼はこう述べた上で、琉球政府が西原地区

71） 前掲『戦後沖縄経済史』、第 4章。
72） 大田昌秀『沖縄の帝王高等弁務官』朝日新聞社、1996年、264－ 265頁。
73） 外間完和『キャラウェイ旋風』ひるぎ社、2000年、29－ 33頁。
74） 同上、73－ 89頁。
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で道を隔てて競合する 2つの製糖工場の設立を許可したことや、銀行と
政府による信用の濫用などの具体例を挙げ、琉球政府は「無責任で効果
的でなかった」と非難した 75）。要するにキャラウェイは、委任された権
限や責任さえ全うしていない琉球政府が自治権拡大を要求するのはおか
しい、と言い放ったのである 76）。
この「自治神話演説」は沖縄で大きな波紋を広げ、キャラウェイの強

権性の代名詞になっているが、そもそも宝村の「お膳立て」によってな
されたものである。金門クラブの元会長でもある宝村は、キャラウェイ
に自治権について講演するよう依頼した。これを受諾したキャラウェイ
は、米民政府広報部のオズボーンや高等弁務官室の情報担当官の曹長ら
スタッフに対し、スピーチを準備するよう命じた。彼らは宝村のもとへ
取って返し、2、3 名の「ゴールデン・ゲイター」を加えて原稿を仕上
げた 77）。キャラウェイや宝村らは、原稿を何度も検討した。「琉球列島が
彼らの保護するビッグブラザー（兄貴）を持つなら永遠に自治を主張で
きない」ということについて、一人でも理解できないような人がいては
困るからである。沖縄自由民主党（1959 年 11 月、琉球民主党などが保
守合同して結成）は、キャラウェイが琉球政府の非能率を非難したこと
に対して、宝村らの出席を求めて議員総会を開いて検討したが、弁務官
批判は軟化し、論点は琉球政府の能率性をいかに高めていくかに移って
行った 78）。金門クラブはキャラウェイ留任の署名運動を進めた 79）。
自治権拡大運動が進展する中で、大田主席の対米姿勢をめぐって、沖

縄自民党内部に批判派が生まれた。1964年6月13日の党総務会では、「自
由と個人の尊厳を基調とする近代民主主義社会における自治は、最高度
に尊重されるべきであり、かつまた住民の福祉の基幹をなすものである。
しかしながら党の総裁である主席が、この自治の基本観念を忘れ、行政
執行者の立場から後退し続けている自治問題について責任を明確にし
て、責任をとるという政治感覚がない」以上、大田主席と行動をともに
することはできないとして、反主流派が脱党して民政クラブを結成、野

75） 中野好夫編『戦後資料沖縄』日本評論社、1969年、389－ 391頁。
76） 前掲『キャラウェイ旋風』、61頁。
77） 宮城悦二郎『占領 27年 為政者たちの証言』ひるぎ社、1993年、114－ 115頁。
78） 琉球新報社『世替わり裏面史』琉球新報社、1983年、363－ 369頁。
79） 大田政作『想い出を随筆にのせて』北島健三、1970年、301頁。
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党三派と連携して「高等弁務官の直接統治抗議」「主席公選要求」を決
議した。6月 16 日、大田は辞表を提出した 80）。
この政治的混乱のさなかの 7月 31 日、キャラウェイは離任した。後
任のワトソン高等弁務官は、辞任した大田に代わり、松岡政保を行政主
席に選んだ。その理由として、ワトソンは、3人の候補者の中で松岡が「最
もインテリジェンス（知性）があって、保守的で、広い心を持った人物
だと思っていた。彼は米国で学校を卒えており、われわれ米国人の考え
方をよく理解していた」と述べている 81）。
松岡が「最後の任命主席でありたい」と述べた通り、その後主席公選

の要求は認められた。1968 年 11 月の選挙では、沖縄の「即時無条件全
面返還」を掲げた革新系の屋良朝苗と、屋良が当選すれば沖縄はかつて
の「イモとハダシ」の生活に戻ると批判した保守系の西銘順治の一騎打
ちとなり、屋良が当選した。同月、米国ではニクソンが大統領選に当選
しており、いよいよ日米両政府は沖縄返還に向けて動き出していく。し
かし、宝村はこうした激動の渦に巻き込まれることなく、この年 5月、
8年半にわたり総裁として君臨した開金を退職し、世界銀行の付属機関
である国際金融公社開発金融会社部の営業担当官に就任すべく、米国へ
と旅立った。

おわりに

沖縄戦後の占領初期に、その米国留学歴と英語力を生かして志喜屋知
事を支えた比嘉善雄は、「志喜屋孝信、比嘉秀平、比嘉善雄という人た
ちはアメリカ一辺倒」であり、比嘉善雄のような親米派を要職につける
と「何でもアメリカ側に筒抜けになり沖縄をアメリカに売り渡してしま
う」という中傷を受けていたという。ドル切り替えにより米国がその支
配の意思をはっきりさせてきたと感じた比嘉善雄は、「アメリカ帰りの
人に主席になって貰ったほうが、琉球全体として有利」と考え、松岡政
保に期待をかけた 82）。

80） 自由民主党沖縄県連史編纂委員会『戦後六十年沖縄の政情』自由民主党沖縄
県支部連合会、2005年、95－ 99頁。

81） 前掲『世替わり裏面史』、382－ 384頁。
82） 比嘉善雄『わたしの戦後秘話』琉球文教図書、1978年、497－ 498頁、504
－ 505頁。
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しかし、1950 年の群島知事選に敗れた後、「親米的でアメリカのいい
なりになる人、沖縄を主張できない人」というレッテルを張られた松岡
が、主席に任命されるまで「苦節 15 年」の年月を要したことや 83）、米国
流人事で若くして開金トップに抜擢された宝村信雄が財界長老から敬遠
されていたことは、親米派に対する眼差しの厳しさを物語っている。
松岡や宝村のような親米派が信頼を置き頼みとした米国は沖縄を軍事

的に支配する一方で、経済的には庇護者であり、日本政府が手を差し伸
べる余地は少なかった。しかし 1960 年代に入り、ついに日政援助が本
格化し、沖縄の自治権拡大と本土復帰が現実味を増した。このような変
化に抗ったのがキャラウェイであり、その側近の宝村であった。しかし
米国がベトナム戦争で疲弊し、日本が高度経済成長を続ける中で、沖縄
返還の流れを押しとどめることはできなかった。
1971 年 6 月、沖縄返還協定が結ばれたが、その際、核持ち込みや軍

用地の原状回復費用の肩代わりに加えて、通貨交換に関しても密約が交
わされたことが今日明らかになっている。53 年の奄美復帰の際、米国
は B円相当額のドルを償還しなかったが、58 年の通貨交換では B円は
ドルと交換されるのであり、沖縄が日本に復帰する際は日本国内にドル
が留保されることを、宝村はドル切り替えのメリットの１つに挙げてい
た。しかし、日本円と交換されたドルはニューヨーク連邦準備銀行へ
27 年間無利子で「塩漬け」されたのであり、宝村はこのような密約の
存在を知る由もなかったろう 84）。
沖縄返還協定調印からほどなく、2つの「ニクソンショック」が日本

を襲った。1つは日本の頭越しになされた米中接近であり、もう 1つは
金とドルの交換停止などを骨子とする新経済政策の発表である。後者の
「ドルショック」により固定為替相場制は崩壊し、ドルの価値は急速に
下落した。このまま沖縄が日本に復帰すれば、ドルで資産を持つ沖縄住
民は損失を被る。そこで 10 月 9 日に通貨確認を行い、この時点で保有
している預金と手持ち分については1ドル＝360円での交換を保証した。
そして 72 年 5 月 15 日、沖縄は「祖国復帰」の日を迎えた。14 年間ド
ルに慣れ親しんできた沖縄県民は、日本円を手にして「世替わり」を実

83） 前掲『波乱と激動の回想』、146頁。
84） 軽部謙介『ドキュメント沖縄経済処分―密約とドル回収』岩波書店、2012年。
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感した。復帰 3日前に決まった交換レートは、1ドル＝ 305 円であった。
それから 3ヵ月後の 8月 15 日、宝村は東京の国立がんセンターで死去
した（享年 49 歳）。「アメリカ世」の終焉とともに宝村がこの世を去っ
たのは、あまりにも象徴的である。

【付記】本論文は、平成 23-26 年度科学研究費補助金基盤研究（A）（課
題番号 23243026）「日米特殊関係による東アジア地域再編の政治経済史
研究」の助成を受けた研究成果の一部である。

※本論文は『名古屋大学学術機関リポジトリ』（http://ir.nul.nagoya-u.
ac.jp/jspui/）内に電子版が掲載されており、閲覧・ダウンロードが可
能である。
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