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B 円と沖縄の日本本土からの分離

第二次世界大戦の終わり、米軍が沖縄に上陸し、日本領土を初めて占領した後、沖縄には将来に対する不安や
恐れが満ち溢れていた。沖縄通貨制度は最終的には 1958 年 9 月のドル切替えに終着するのであるが、これは B
円体制の実施のもとすでに始まっていた。沖縄から日本円をこのように消滅させたことはまた、日本本土から沖
縄を精神的に切り離すことでもあり、沖縄のその後の展開を形成したのである。
B 円とは沖縄侵略の準備として、アメリカ政府により 1943 年 8 月に制定された通貨のことである。この通貨
はワシントンで印刷され、A B 二種類の紙幣が発行された。二種類が発行されたのには、それぞれ特定の集団の
みが使用することができるという考えが根底にあった。軍は A 円を使用し、一般市民は B 円を使用するという
ことであった。最終的には B 円体制だけが実用化された。
沖縄の B 円体制は最終的に 1948 年 6 月に導入され、ドル切替えまで続いたが、即座に単一通貨として使われ
たわけではなかった。当時の米軍の記録によると、1945 年 6 月に通貨の使用に関する命令が出された。第一に、
B 円は日本銀行券と同価値の法定通貨として用いられる。次に、米本国ドルは法定通貨として用いず、もし占領
地で発見されれば没収する。さらに、B 円は 10B 円対 1 ドルの為替レートを設定する。米軍司令官はまた法定通
貨に関連する全事項を管理統轄する。最後に、米軍保有の米本国ドルは全て、沖縄上陸前に B 円へと交換すると
いう内容であった。この 10B 円対 1 ドルの為替レートは表面的には円価値尊重の表れと見える。当時、円は１ド
ル 50 円を超えるレートで取引されており、この 10B 円対 1 ドルの為替レートは十分過ぎると言ってもいいくら
いであった。加えて、法定通貨として円通貨を使用することを認めたことは、米国の国際法準拠として認識され
ることが多い。しかしながら、この為替レートは米軍内部でのみ有効であり、それゆえ円通貨そのものの価値が
尊重されたということではなかった。現地経済という点で見れば、もし B 円が自由に流通させられ、物資が規制
されれば、今度は物価が高騰するだろう。したがって B 円は米軍以外の誰にも本質的価値を有しなかったのであ
る。
しかしながら、米軍が沖縄の地へと上陸した後、沖縄は戦場と化したため、現地経済は貨幣経済としての機能
を停止してしまった。米軍は現地住民に物資の配給を行い、約１年間、物々交換が主要な経済メカニズムとなっ
た。1946 年 4 月になって初めて、米軍は B 円および戦後導入された新日本円を琉球諸島の公式通貨と布告した
のである。その際、現地住民は、自分たちが戦前から所持する銀行券を 1 対 1 のレートで新 B 円へと交換させら
れた。このようにして、貨幣経済が復活したのだった。
日本円にとどめを刺したのは 1948 年、新たな B 円が宣言された時であった。全ての旧 B 円紙幣および新日本
円がこの新 B 円に交換された。日本円の使用は廃止され、新 B 円が琉球諸島における唯一の法定通貨となった
のである。これにより、琉球諸島はすでに法令により日本本土から分離されていたが、日本本土では使用されな
い通貨に依存することで、琉球諸島は日本本土から経済的に分離されただけではなく、おそらくもっと重要なこ
とであるが、精神的にも分離されてしまったのである。

問 1 (1) 「広まって」

a.「まれな」

b.「でたらめな」 c.「広く行きわたった」

(2) 「採択」

a.「導入」

b.「廃止」 c.「維持」

(3) 「形成した」

a.「革命を起こした」

(4) 「侵略」

a.「調査」

(5) 「発行された」 a.「流通させられた」
問2

(ア)「占領地」

a.「日本」

d.「貿易」

b.「定義した」 c.「妨げた」

b.「撤退」 c.「占領」

d.「関東」

問 3 (1) B 円体制は沖縄侵略後発展した。
(2) A 円体制は最終的には沖縄で使用されなかった。
(3) 沖縄上陸前に、全ての軍人に B 円通貨が与えられた。
(4) 当時、B 円は日本円よりも高い為替レートを設定されていた。
(5) 占領時、通貨は常に沖縄住民によって使われていたわけではなかった。
(6) B 円と新日本円が沖縄で併用されていた時期があった。
問 4 (1) B 円体制は

全面的に導入された。

a.「侵略後即座に」
b.「物々交換方式が現れる前に」
c.「考案後 15 年して」
d.「侵略後 5 年以内に」
(2) 筆者によると、沖縄で引き続き日本円が使用されたことは
a.「日本通貨の地位に対する米国の敬意を示していた」
b.「B 円を使用する必要性をなくした」
c.「日本円に対する敬意のうわべだけの見せかけでしかなかった」
d.「沖縄住民の生活に対して何ら影響を与えなかった」
(3) B 円は最終的に

ことに成功した。

a.「経済的にも、精神的にも沖縄を日本本土から引き離す」
b.「沖縄住民に、所持する B 円を日本円へと強制的に交換させる」
c.「日本本土において活気溢れる経済を生み出す」
d.「戦前に存在した物々交換制を終わらせる」
問 5 a.「初となる沖縄占領と、その経済への影響」
b.「B 円がいかに日本本土から沖縄を切り離したか」
c.「沖縄の米軍」
d.「沖縄住民への B 円体制の恩恵」
e.「なぜ沖縄住民は B 円体制を導入したのか」

d.「満たした」

d.「兵器」

b.「複雑な」 c.「破棄された」

b.「九州」 c.「沖縄」

d.「普及している」

。

d.「印刷された」
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都市への憧れの終焉？

人々は都会での生活に疲れているようだ。株式会社パソナが本社を兵庫県の淡路島へと移転させる意向を発表
した際、あるジャーナリストが特に何も考えずにこのニュースを自身のフェイスブックページに投稿した。数分
のうちに「いいね」が殺到し始めた。前月に彼が自身の著書の出版を報告した時よりもさらに多くの「いいね」
をもらったのである。実際のところ、それまでで最高の「いいね」数を獲得したのだった。そんな「いいね」に
加えて、中には「うらやましいです！」
「淡路島ってすごくいい場所！」といったコメントもあった。彼らがうら
やましく思っていることは生活費の低さなのか、あるいは海まで歩いてすぐであることが「いいね」なのかはわ
からない。しかしながら、はっきりしていることは日本の労働者たちの抱く東京、あるいはむしろ都市中心的思
考に変化が生じてきたということだ。
もちろん、COVID-19 の流行による影響は過小評価できない。他人との接触を避けるために家に閉じ込められ
た人々が淡路島での生活をうらやましく思ってもそれは仕方のないことだろう。東京に住む人々は外ではマスク
着用を強いられ、都心部エリアではびっしり立ちならんだビルの中で一息つく場所を見つけることは難しい。
しかし、淡路島では、どこでも一息入れることができる。港にある漁船を係留するための係船柱から海へと続
く道筋の木々にいたるまで、ほっと気を抜くことができる場所は数えきれないくらいあるのだ。淡路島では駐車
場付きの 2DK がたった４万円である大都市のたとえようのないくらい高額な賃料と比べると、フェイスブック
のあの「いいね」全ての理由がもっとはっきりする。一軒家を購入してもわずか 200 万円しかかからない。
パソナが本社の主要機能を淡路島に移すことを発表した時、同社はすでに 2008 年から淡路島での複数の事業
を始めていたのである。
「HELLO KITTY SMILE」レストランやカフェ、漫画テーマパーク（ニジゲンノモリ）
により、同社の淡路島での存在はすでに認識されてきた。今回の新たな動きはこれまでとは規模が違う。広報、
人事および経営企画部門をめぐる、1800 人の社員のうち 1200 人を 2024 年 5 月までに淡路島に移すつもりであ
る。日本そして世界中の人々が淡路島で働くモデルケースをつくりたいと同社社長は言う。彼は都市で生活する
人々に真に豊かな生活を送ることがどれだけ大切かを示したいと話す。
しかしながら、すでに淡路島で進んでいる複数の事業はそれぞれ問題に直面してしまっているのだ。コロナウ
イルスが原因で、島への人の流れは大幅に減少してしまった。この結果、パソナは 17 億円の損失を出した。同
社によると、事業のテコ入れをするために淡路島への新住民の流入を生み出そうとしているのだ。人口を 1200 人
増加させることで、新たな活気に満ちた地域社会が島に生まれるだろう。しかし、これらの事業に絶えず注目し
てきた人々は、この移転をさらなるリスクを通してのリスクマネジメントであると考えている。
このリスクは３点からなる。まず 1 点目として、淡路島への移転を強いられることに対して憤慨している社員
もいるだろう。グローカリゼーション、つまり世界を変えようとする地域社会の努力という考えはパソナ社長が
賛同している重要なものである。しかし、日本のビジネスパーソンが自分の会社のあらゆる要求に迎合し、その
あと地元の居酒屋で悲しみに浸る時代は終わったのである。ソーシャルメディアには、匿名ではあるものの、不
満を抱えた従業員たちによる、自分の会社を不当な慣習や非現実的な要求のかどで批判する内容で溢れている。
パソナはこういったことを考慮に入れておいた方が良いだろう。
2 点目は淡路島の地域社会に対する影響である。人口増加はより大きく、より活気的な社会を生み出す良い機
会だと見ることもできるけれども、大半の地域社会が求めるものをもたらしはしない。つまり雇用である。間違
いなく地元のレストランや店への客足は増えるだろうが、地域が必要としているのは新しい仕事なのである。小
さな町の人口は若者が職探しで都市へと移ってしまったせいで劇的に減少してしまった。パソナの移転は旅行業
が何よりも必要としている経済的貢献をもたらすかもしれないが、もし現地の若者たちのための仕事が新たに生
み出されなければ、おそらく地元住民の中に憤りが生まれ、ついには争いが起こり得る。
上に述べた２点のリスクは、同社がそれらに対応するために適切な策を講じる限り避けることはできる。避け

られないのは自然災害である。淡路島の位置する地域における地震発生の可能性は 70％から 80％だと想定され
ている。その地域での大規模地震によって生じた即座の建物崩壊だけでも被害は甚大であろう。また地震により
引き起こされた津波は、島民とその新たな同居人の命を危険にさらす可能性がある。島へ移転することは社員の
命を危険にさらすということを言っているわけではない。東京にある同社の現在地もまた地震の危険性はあり、
実際のところ、日本のどこにいても地質的に地震のリスクがある。しかしそれでも、もし万が一地震が淡路島を
襲ったとしたら、同社の主要機能は失われ、東京に残る社員たちはまともに会社を運営していくことはほとんど
不可能であると思うだろう。しかし、もし同社が仮に社員たちを、北海道から沖縄にいたるまで、日本中の場所
に移したとしたら、自然災害の問題は一つの部署か支店にとどめることができるだろう。会社丸ごと地震リスク
の高い場所から、地震リスクの高い別の場所へ移すのはひいき目に見ても先見の明がないように思える。
パソナは、生産性の向上や社員に対するプレッシャーを緩和するために、新しい技術やリモートワークの活用
において多大な独創性を示してきたけれども、その新しいビジネスモデルは大きな難題にまさに直面している。
いかにうまくパソナが企業を都市の支配から解放するかを目にするべく、その動きと余波に皆の注目が集まるだ
ろう。
問 1 (1) 全訳および解説動画を参照。
(2) a.「都心部」

b.「海辺」

c.「港」

d.「海洋」

(3) a.「淡路島でのアパートの価格」
b.「東京でのアパートの価格」
c.「淡路島での一戸建ての賃料」
d.「東京での一戸建ての賃料」
(4) a.「さらに」

b.「皮肉にも」 c.「それでも」 d.「最近」

問 2 (1) パソナは 2008 年、本社を淡路島に移転させ始めた。
(2) パソナは従業員の大半を東京から淡路島へと移すつもりである。
(3) パソナの淡路島での現在の事業は経済的に健全なものである。
(4) パソナは淡路島での自社事業に対する新たな需要を生み出したいと望んでいる。
問 3 (1) 淡路島移転に際し、パソナが直面するリスクとして述べられていないものはどれか。
a.「同社に対する地元住民の怒り」
b.「島への移転に従業員たちが不本意であること」
c.「島での現在の事業における収益損失」
d.「自然災害によって引き起こされうる損害」
(2) 不満を感じた場合、日本のビジネスパーソンはもはや

ない。

a.「プライドを捨て、やけ酒を飲むことはし」
b.「自身の問題に関してアドバイスを求めて上司に頼ることはし」
c.「他の地域に移りたいという気持ちにはなら」
d.「自身の私的な問題を考慮に入れ」
(3) 日本の遠隔地にある地域社会は主に企業から
a.「雇用の機会」
b.「雇用する若者」
c.「仕事に対する考え方」
d.「退職する理由」

を期待している。

(4) 淡路島における地震リスクは

と考えている。

a.「島への移転をパソナの従業員にとって危険なものにする」
b.「東京での地震よりもより大きな被害を引き起こしうる」
c.「従業員を一か所に集めるデメリットを示す」
d.「東京本社の方がリモートワークにはより適していることを示す」
(5)

により、企業は自然災害により完全に崩壊してしまうことを回避できる。
a.「本社を別の場所に移動させること」
b.「海外から労働者を受け入れること」
c.「従業員が移転を望んでいるのを確認すること」
d.「複数の場所に従業員を分散させること」

問 4 a.「パソナによる淡路島への移転案はリスクがないわけではない。」
b.「理不尽な要求に対する日本人労働者の反応は変わっていない。」
c.「淡路島は穏やかで、静かな場所とは程遠い。
」
d.「淡路島で暮らすことができる機会を羨ましいと思う人は多い。」
e.「パソナの移転後、淡路島の人口が増えるかどうかは分からない。」
f.「パソナの移転がどのような結果になるか、ほとんど注目されないだろう。」
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対話文 1「アパートにて」
キース：
ルイーズ：
キース：

やあ、ルイーズ！何をしてるの？
あら、キース。このエントリーシートに記入しようとしているところなの。
何かお手伝いできそう？

ルイーズ： どうかしら。学歴を記入するようにとあるんだけど、私はまだ大学在学中なの。大学のところをチ
ェックするべきなのかしら、それとも高校のところ？
キース：

ちょっと見せてよ。ああ、一番下のところに修了した学歴を記入してくださいとあるから、高校の
ところをチェックすることになるね。

ルイーズ：
キース：

しまった、下の注意を見てなかったわ。ありがとう！
どういたしまして。じゃあ、ランチに行こうよ。

対話文 2「レストランにて」
ジュリア：

ここはやめようって言ったでしょ！

グラハム：

まあまあ、料理は間違いなくすぐに来るよ。

ジュリア：

そうだと良いけど！私たち、30 分も待ってるのよ！

グラハム： 落ち着けよ。別に空腹ってわけじゃないだろ。お昼にかなり食べたって言ってたじゃないか。
ジュリア：

分かってるけど、食事を待ちながら、ただ座ってるのが嫌いなのよ

グラハム：

美味しいグラスワインだってあるし、一緒にいる相手も最高じゃないか、俺なんだから！

ジュリア：

ごめんね、確かにそうだわ。それに、あなたといれて本当に嬉しいし。ここのところ、仕事がちょ
っと大変で。

グラハム：

じゃあ、仕事のことは忘れて、楽しもうよ。

ジュリア：

あ、見て！料理が来たわよ！

