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点目は冬季の漂着量が多いということである。
10 月から３月の漂着量が年間を通じて最も
多いが、これは冬季の沖縄では北東向きの季
節風が吹くためと考えられている。3点目は
沖縄本島では東シナ海側ではなく太平洋側の
海岸の方で漂着物が多く、離島地域では南〜
西向きの海岸よりも北から東向きの海岸の方
で漂着物が多いということである（図１）。
この海岸漂着物の問題は現代の問題と思

われがちだが、前近代においてもしばしば問
題となっていた。特に前近代においては人が
乗っている船が現在の沖縄県域に漂着する事
が頻繁にあった。本稿ではこれら漂着した船
のうち、近世の大和船の漂着に関して概観し
ていきたい。なお、本稿における大和船とは
近世段階（薩摩藩による琉球侵攻から琉球処
分まで）における琉球国領地外の、江戸幕府
の体制下におかれた幕領・藩領（以下「日本
他領」とする）などに属する船の事をさす。
なお、奄美諸島はこの段階において多くの
島々が薩摩藩領に組み込まれているため、奄
美諸島の船は大和船とする。

１　琉球船と大和船

九州南方から台湾北東まで続く南西諸島
の文化について、柳田國男が「七島南端の宝
島と、大島の笠利岬との間の潮の流れの最も
早い四十何海里は、民俗の上からみてもやは
り一つの境である」3 としているように、奄
美諸島は琉球の文化圏に属しており、本稿末
尾に掲げた表１で登場する奄美の船乗りたち
の名前も琉球風の名前がついている場合があ
る。しかし、以下の史料を見ると、奄美諸島
以北と琉球国内では船の造りが違うことがわ
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はじめに

沖縄といえば何をイメージするだろうか。
イメージするものは各人それぞれあるだろ
うが、多くの人が抱くイメージは「青い海」、
「白い砂浜」、「サンゴ礁」に代表される海辺
の景色ではないだろうか。実際Web 検索エ
ンジンの Google で「沖縄」というキーワー
ドで画像検索をかけると、そこに出てくる画
像のほとんどが海辺の光景を撮影した画像
になっている。この景色を求めて沖縄を訪れ
る人々も多く、重要な観光資源の１つとなっ
ている。
しかし、この景色は沖縄の人々の努力に

よって維持されている事を忘れてはいけな
い。沖縄では近年「漂着ゴミ」が問題とな
っており、2009 年（平成 21）に「美しく
豊かな自然を保護するための海岸における
良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着
物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着
物処理推進法）」が公布・施行された 1。こ
れにあわせて沖縄県では平成 21年度から平
成 24年度まで「沖縄県海岸漂着物対策事業」
が実施され、その事業の中で海岸漂着物の調
査がおこなわれた 2。この調査によって沖縄
の海岸漂着物について多くの点が明らかに
されているが、本稿では３つの点に着目した
い。
まず 1点目は、海岸漂着物のうち中国製

のものが最も多いということである。2012
年（平成 24）の中国製の海岸漂着物が海岸
１kmあたり 3,757 個に対して、日本製 308
個、台湾製 490 個、韓国製 442 個となって
おり、圧倒的に多い結果となっている。２
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図１　沖縄県内における季節と海岸の向きによる漂着特性の模式図
「沖縄県内における海岸漂着物等の現況【本文編】」（http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/ippan/

marine_litter/documents/genkyouhonpen.pdf）より転載（2017 年 8月 11日最終閲覧）。

かる。

　【史料１】「旅行心得之条々」4

　（前略）
一琉球諸船之形大抵一様ニ有之候処、由
　（与）論島口永良部島徳之島大島鬼界島
　なと之船形者、日本之船形ニ不相替候
　儀何様之訳ニ而候哉与御尋候ハヽ、
　（後略）

この史料は「旅行心得之条々」というも
ので、1753 年（宝暦３・乾隆 18）に琉球
王府の最高意志決定機関である評定所から、
鹿児島への使者や両先島（宮古島・八重山
島）に赴任する役人（在番）に通達されたも
のと、1759 年（宝暦９・乾隆 24）に同じ
く評定所から渡唐役人らへ通達されたもので
ある。鹿児島・両先島・中国への航海中に海
難事故に遭ってしまった際に、中国へ漂着し
た場合、中国側の役人に尋問されることを想
定し、そこでの返答の模範解答が本史料の内
容である。内容の多くは大和（薩摩藩）と琉
球の関係についてであるが、これは当時の琉

球が大和との関係を中国（清）に対して隠蔽
していた 5ことによるものと考えられる。
本稿で取り上げた部分は、「琉球の船は大

抵同じ形であるが、与論島・口永良部島・徳
之島・奄美大島・喜界島などの奄美諸島の船
は日本の船の形と変わらないのはなぜか」と
いう中国側役人の尋問を想定したものであ
る。近世において、奄美諸島（道之島）は前
述したとおり薩摩藩領であるが、清に対して
は「琉球領」の建前を貫いていたとされてい
る 6。この尋問に対する模範解答の概要は以
下の通りである。「明の時代に進貢をしてい
た中山府の船は、その進貢をする中で明にて
馬艦船の作り方を習得し、馬艦船の船形が広
まったが、北山府・南山府・その他離島に関
しては変わらず、日本船と同じ船形であった。
しかし、馬艦船の作り方も北山府・南山府・
久米島・宮古島・八重山島の方にも広がって
いき、船が段々作り替えられている。奄美諸
島の船も今は日本船形であるが、段々馬艦船
の船形に『府々島々心次第』に作り替えるだ
ろう」7 という内容になっている。この史料
からは薩摩藩領の奄美諸島以北の船と琉球国
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その一方、上記史料上の制約もあって大和船
の漂着に関する紹介にとどまり 17 詳細な分
析がされていない。深沢秋人が大和船の漂着
について「もうひとつの漂着事件」18 と形容
している事からも、当該事例が研究のメイン
ストリームから外れていることが窺える。し
かし、麻生伸一が近世中後期における琉球国
内船の漂流・漂着事件および海賊遭遇事件な
どの海難事故に関する論考で、以下のように
言及している。
「海賊遭遇事件は、琉清関係のみで理解し
ようとすると、その問題性の一側面を看過し
ているのではないかと思われる。同じく漂流・
漂着事件についても、常に島津氏との関係の
中で位置づける必要があるのではないだろう
か。」19

以上の指摘の通り、琉球における漂流・
漂着などの海難事故を考えていく際には琉清
関係だけでなく薩摩藩との関係を具体的に明
らかにすることが必要であり、さらには薩摩
藩以外からの漂流・漂着事例を検討するこ
とで、近世の薩琉関係 20 や東アジア情勢や
琉球王国内の内部構造をより立体的に明らか
にできるのではないだろうかと考える。本稿
ではこれ以降、表１およびわずかに残された
史料群から明らかになったこと、そしてこれ
からの見通し・論点などついて述べる。なお、
具体的な分析は別稿に譲ることをあらかじめ
お断りしておく。
はじめに琉球に大和船が漂着した際の初

動の対応方法について、対応マニュアルであ
る「日本他領之船漂着之時御用帳」からみて
いくこととする。

【史料２】
「日本他領之船漂着之時勤之次第」21

一御当国何方之浦ニ而茂日本他領之船漂
　着仕候ハヽ、其所之在番人ゟ船頭江申
　渡、漂着之次第書出させ添書を以御鎖
　之側方江問合申越候得者、則摂政・三
　司官江相達、月番之三司官より御書院
　当御取次、在番人ゟ差越候書付奉備　
　上覧候事。
　　但、在番人詰所之間切ニ而無之御届
　　可及間延節ハ、所之さはくりゟ先達
　　而問合申越候ハヽ、右同断付届候。

領内の船で船形が異なることがわかる。
日本他領では、1635 年（寛永 12・祟禎８）

わゆる「鎖国令」で「日本人」の海外渡航・
在外「日本人」の帰国禁止、500 石以上の
船の建造の禁止（商船に関しては 1638 年（寛
永 15・祟禎 11）に緩和）などがなされたた
め、船の構造が沿海・内海航行に特化した形
になり、1本のマスト（檣・帆柱）と１枚の
帆の「大和形」の船形が形成された 8。それ
に対し琉球王国内では馬艦船（マーラン、マ
ーランシン）と呼ばれる３反帆（40石積み）
から 12反帆（340 石積み）の小型の中国ジ
ャンク型の船が主流となっていた 9。

２　大和船の琉球への漂着

このように明確に船形によって区別され
ていた大和船と琉球船であるが、これらの船
が海難事故に遭い琉球王国領内に漂流・漂着
した場合も、明確に区別されて対応がおこな
われている。対応方法に関しては『琉球王国
評定所文書』第 16巻所収の「日本他領之船
漂着之時御用帳」10 や『石垣市史叢書』４巻
所収の「進貢・接貢船、唐人通船、朝鮮人乗
船、日本他領人乗船、各漂着并破船之時、八
重山在番役々勤職帳」11 などの対応マニュア
ル、および 1852 年（嘉永５・咸豊２）の肥
後国天草の船 12、1859 年（安政６・咸豊９）
の陸奥国宮古の船 13、1860 年（安政７・咸
豊 10）の豊後国三佐村の船 14 のそれぞれの
漂着記録、および評定所の日記類などからそ
の様子がわかる。なお本稿では史料などに登
場する大和船の琉球漂着事例を管見の限り収
集し一覧にした（表１）。
今回 56事例が確認出来たものの、そのほ

とんどは日記の目録などに表題のみ記載され
ているものとなっている。史料上多く残され
ているものは、唐船（＝清国の船）およびそ
の他異国の船の漂着の対応に関するものや、
進貢・接貢船および清国の冊封使を乗せた船
である御冠船に関するものである 15。こうし
た史料状況や近世期の東アジアにおける国際
関係の解明という観点から、唐船・異国船お
よび進貢・接貢船に関する研究は多く蓄積さ
れてきている 16。現在の漂着ゴミの問題も中
国製のものが多いというのも示唆的である。
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び庄屋などの村・町役人が、その他の浦々
では村役人が初動の対応をおこなっている 25。
本稿で取り上げた琉球の事例と日本他領の事
例を比較することは軽率すぎるかもしれない
が、それぞれの浦方行政の有り様を立体的に
明らかにする上で必要な作業になるかもしれ
ない。これに関しては今後の私自身の課題と
したい。

３　大和船漂着をめぐる諸問題

最後に表１から大和船の海難事故につい
ての興味深いトピックを示す。
まず、この 56 例の海難事故事例の中で

No.23 の事例だけが特殊である。なぜなら、
与論島という薩摩藩領内で漂着したにも関わ
らず、琉球国内で対応がおこなわれているか
らである。1838 年（天保９・道光 18）に
作成された国絵図内の与論島内に「あがさ泊」
が記載されている。この「あがさ泊」が与論
島唯一の湊であるが、「あがさ泊」の注記の
中に「此あがさ泊入弐町広三町干潮に深三尋
／水底惣はへにて船繋不自由、西風・北風之
時船繋不成」26 とあり、船を係留するには適
していないことがわかる。また、渡辺美季が
道之島（奄美諸島）への異国船漂着に関する
指摘の中で、道之島について「長崎回送と琉
球転送の狭間の地にあって、この二つの処置
の境目がやや曖昧な幅」があったのではない
かとしている 27。このような事例に関する史
料が他に発見できれば、薩摩藩による道之島
支配の実態をより具体的に明らかにできるの
ではないかと思われる。
また、表１の海難事故事例は大きく「破

船」事例と漂流・漂着事例にわけることがで
きる。まず「破船」についてみていく。破船
は船が破損してしまい航行不能になることで
あるが、その要因のほとんどが「干

ひ し

瀬」へ乗
り揚げたことによるものとなっている。「干
瀬」とは島の周囲に広がるサンゴ礁のことで
あるが、このような琉球の自然環境が海難事
故の発生要因になっていたようである。次に
漂流・漂着事例について検討したい。56 例
中 37 例が漂流・漂着事例である。そのうち
20 例についてはどの月に発生した事例かを
明らかにできたが、そのほとんどが 10月か

左候而在番人江茂其首尾申達、追而在番
人ゟ問合可申越候得共、最前さはくりよ
り申越候書付ニ而御届為相済事候間、在
番人ゟ之問合書者三司官迄承置候。
（後略）

上記の史料によると「日本他領之船」す
なわち大和船が漂着した際は、その漂着先の
在番人が大和船の船頭へ漂着の次第を提出さ
せ、在番人がそれに添え書きをして、評定所
内の「御鎖之側」に提出せよとのことである。
ここに登場する「鎖之側」とは琉球王府の中
で文教・外交を掌る機関およびその長官のこ
とを指す 22。また「在番人」とは王府から地
方に派遣された役人で、異国船漂着などの際
に最高責任者となった「諸浦在番」23 のこと
であると考えられる。諸浦在番は鎖之側の管
轄下にあり、国頭・本部・今帰仁・久志・読
谷山・勝連・喜屋武の各間切と伊江島・伊平
屋島・粟国島・渡名喜島・慶良間島・久米島
仲里間切・久米島具志川間切の計 14カ所に
１人ずつ置かれている（図２）。なお「間切」
とは数か村からなる琉球独特の行政区分であ
る。この諸浦在番が設置された間切に、表１
内の漂着先・破船地に多くみられるのは非常
に興味深い。おそらく、頻発する海難事故に
対応して設置されたものであるのではないだ
ろうか。
そしてこの史料の後半部分は、在番が置

かれていない間切における伝達方法の内容で
ある。届けが間延びしてしまう時は「所之さ
はくり」が、まず王府への問合せをおこない、
その後に近隣の在番にもその「首尾」を伝え、
在番よりも追って王府へ報告せよという内容
である。ここで登場してくる「さはくり」と
は百姓の役人である「さばくり（掟）」のこ
とをさす。各間切には番所が設置されており、
百姓たちから役人を選出して自治をおこなっ
ていたようであるが、その役人の幹部がさば
くりであるとされる。以上のことから、漂着
船発見後の初動の対応は在番がいる間切では
在番が、在番がいない間切では百姓の役人で
あるさばくりが王府に対して報告をおこなっ
ている姿があきらかとなった。なお日本他領
でこのような海難事故が発生した際は、廻船
などが入港するような港では「船宿」24 およ
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図２　本島地方及び久米島における在番と火立所
渡辺（2002）９頁より転載。
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kankyo/seibi/ippan/marine_litter/documents/
genkyouhonpen.pdf（2017 年 8 月 11 日最終閲
覧）。以下、この調査の内容に関する記述はこの
Web ページによる。
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12	「天草人漂着日記」（『評定所文書』６、171-220
頁）。

13	「奥州人七人宮古島江漂着破船那覇江送来候ニ付
介抱日記」（『評定所文書』15、５-35 頁）。

14	「大清咸豊拾年庚辰豊後国三佐人漂着日記日本万
延元年評定所」（那覇市歴史資料館蔵「琉球国王
尚家関係資料」493。なお史料の閲覧は琉球大

ら 3月の間に発生している。これは旧暦表
記のため現在の暦と１〜２ヶ月ほど誤差があ
るが、現代の漂着ゴミの漂着量も 10月から
３月の間に最も多いことから考えると、冬季
の北東向きの季節風の影響により漂流・漂着
事例が発生したものと思われる。なお、朝
鮮人漂着の事例に関しても、1733 年（享保
18・雍正 11）の慶良間島の漂着が 11月 29
日 28、1794 年（寛政６・乾隆 59）の国頭
間切安

あ だ

田村への漂着が 1月 30 日 29、1856
年（安政３・咸豊６）の硫黄鳥島への漂着が
９月 23日 30 となっており、いずれも現在の
冬季にあたっている。このことから、琉球列
島以北からの漂着は季節風の影響によるもの
と考えられる。
また漂流・漂着事例の中で漂着地の場所

が具体的にわかるもののうち、そのほとんど
が沖縄島では東シナ海側ではなく太平洋側の
方で多く、離島地域では南〜西向きの海岸よ
りも北から東向きの海岸の方で漂着が多い。
これも現代の漂着ゴミの問題と共通しており、
非常に興味深い結果となっている。

おわりに

以上近世琉球における大和船の海難事故
について雑多に私見を述べた。琉球における
大和船の海難事故を検討することで、近世の
琉日・琉薩・琉中関係のあり方をより具体的
にし、琉球における異国船対応についてより
立体的に明らかにできる可能性がある。また、
現代の漂着ゴミの問題も歴史的な視点からア
プローチできるかもしれない。

【謝辞】
　本稿の作成にあたり、沖縄県立芸術大学の麻生伸
一氏、琉球大学大学院の前田勇樹氏・比嘉吉志氏よ
り多大なるご助言を賜りました。末尾ながら深く感
謝申し上げます。
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１	「海岸漂着物対策について」http://www.pref.
okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/marine_
litter/index.html（2017 年 8月 11日最終閲覧）。

２	「沖縄県内における海岸漂着物等の現況【本
文 編 】」http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/
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取り持ち積荷の世話をして口銭（仲介料・手数料）
を徴収するなど、その活動は多岐にわたる（柚
木学（1991）「船宿」国史大辞典編集委員会編『国
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三（1968）『近世海難救助制度の研究』吉川弘
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求番号特 083 − 0001。なお閲覧に際しては国
立公文書館デジタルアーカイブを利用した）。

27	 前掲渡辺論文（2002）、33頁。
28	「朝鮮人拾壱人慶良間島漂着馬艦船を以唐江送越
候日記」（『評定所文書』１、63-126 頁）。

29	「朝鮮人十人国頭間切安田村江漂着ニ付送届候日
記」（『評定所文書』１、301-359 頁）。

30	「鳥島より送来候漂着朝鮮人界抱日記」（『評定所
文書』13、201-252 頁）。
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見山和行（2004）『琉球王国の外交と王権』吉
川弘文館、麻生伸一（2011）「近世琉球におけ
る冠船と民衆―尚泰王冊封を中心に―」『日本歴
史』762、36-57 頁などがある。

17	 私見の限りでは荒野泰典（1983）「近世日本の
漂流民送還体制と東アジア」『歴史評論』400、
73-102 頁、豊見山和行（2005）「漂流民と琉
球」（同・高良倉吉編『街道の日本史 56　琉球・
沖縄と海上の道』吉川弘文館、116-121 頁）や、
本稿掲載史料の内刊行されている史料の解題で
紹介がされているのみである。

18	 深沢秋人（2000）「解題（日本他領之船漂着之
時御用帳）」『評定所文書』16、557-558 頁。

19	 麻生伸一（2010）「近世中後期の琉球と海難事
故—「情報操作」の視点から—」「東アジア文化
環流」研究会編『東アジア文化環流』３（１）、
関西大学アジア文化交流研究センター、50頁。

20	 近世の薩琉関係については喜舎場一隆（1993）
『近世薩琉関係史の研究』国書刊行会などの研究
があるが、大和船の漂流・漂着については言及
されていない。

21	『琉球王国評定所文書』16、559-560 頁。
22	 以下琉球王府内の政庁および行政の組織に関し
ては特に断りのない限り、渡口眞清（2013）『近
世の琉球』法政大学出版局、146-159 頁の記述
による。

23 渡辺美季（2002）「近世琉球における対「異国
船漂着」体制―中国人・朝鮮人・出所不明の異
国人の漂着に備えて―」『評定所文書』補遺別巻、
８-12 頁。以下諸浦在番に関する記述はこれに
よる。

24	 日本他領における「船宿」とは本来入港してき
た廻船の乗組員のための宿のことを指し、宿と
しての業務以外にも船乗りや荷物の周旋、廻船
に必要な錨・綱・食料品などの船舶用品の調達、
船に関する訴訟での船主の代理人などの業務を
おこなった。さらには荷主・船持と問屋の間を
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表１ 近世琉球における大和船の海難事故一覧

No. 和暦 中国歴 ⻄暦 ⽉・⽇
船頭・船主・
船名など

出⾝地
（出港地）

漂着先・
 破船地

備考 典拠

1
宝永８
／正徳元

康煕50 1711 ̶ ̶ 伊⾖国 宮古島 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

2 正徳２ 康煕51 1712 ̶ ̶ 奥州
国頭間切
安⽥村

漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

3 享保５ 康煕59 1720 ̶ ̶ 紀伊国 ⼋重⼭島 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

4 享保８ 雍正元 1723 ̶ ̶ 奥州
勝連間切
浜村

漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

5 享保15 雍正８ 1730 ７・２ 幸右衛⾨
薩摩国
⼩根占

那覇川⼝ 「那覇川江乗⼊」破損とあり。
「御条書写」（『評定所⽂書』１、180-
182⾴）。

6 享保16 雍正９ 1731 ̶ ̶ 肥前国 宮古島 漂着。
『旧琉球藩評定所書類⽬録』20⾴、「⽇
本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評定所
⽂書』16、563⾴）。

7 享保19 雍正12 1734 ̶ ̶ 奥州 宮古島 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

8 享保20 雍正13 1734 ̶ ̶ 奥州 ⾦武間切 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

9 享保19 雍正12 1734 ７・１ 安藤⻑左衛⾨ 諏訪之瀬島 那覇川⼝ 破船。
「御条書写」（『評定所⽂書』１、200-
220⾴）。

10
享保21
／元⽂元

乾隆元 1736 ̶ ̶ 壱岐国 宮古島 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

11 元⽂４ 乾隆４ 1739 ̶
船主：
⾼屋善兵衛

摂津国⼤坂
戎島町

宮古島 漂着。
『旧琉球藩評定所書類⽬録』22⾴、「⽇
本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評定所
⽂書』16、563⾴）。

12 元⽂４ 乾隆４ 1739 ̶ ̶ 奥州 宮古島 漂着。
「⽇本他領之船漂着之時御⽤帳」（『評
定所⽂書』16、563⾴）。

13 宝暦８ 乾隆23 1758 ̶ 川尻之孫太郎 （薩摩国ヵ） ̶ ⽕災のため本船焼失。
「親⾒世⽇記⽬録（乾隆⼆⼗三寅、四卯
年）」（『那覇市史』資料篇１−10、163
⾴）。

14 宝暦８ 乾隆23 1758 ̶ 万右衛⾨
薩摩国
屋久島

読⾕⼭間切
渡慶次沖

本部間切にて⽶を積み、那覇に
廻船中破船。

「親⾒世⽇記⽬録（乾隆⼆⼗三寅、四卯
年）」（『那覇市史』資料篇１−10、163
⾴）。

15 宝暦９ 乾隆24 1759 ̶
徳之島・
沖永良部島

国頭間切沖
破船。徳之島⼈４⼈、沖永良部
⼥１⼈、⼤和⼈１⼈乗船。

「親⾒世⽇記⽬録（乾隆⼆⼗三寅、四卯
年）」（『那覇市史』資料篇１−10、166
⾴）。

16 明和４ 乾隆32 1767 10・29 船頭：⼤勝
⼤島⻄間切
瀬武村

宮古島
佐和⽥村沖

⼤⾵にて漂流。翌年唐へ漂着。
「親⾒世⽇記（乾隆三⼗三⼦年）」
（『那覇市史』資料篇１−10、171-174
⾴）。

17 明和５ 乾隆33 1768 ７・20 船頭：思盛
沖永良部島
和泊村

那覇
「漂着ニ付」⼊津改がおこなわ
れる。

「親⾒世⽇記（乾隆三⼗三⼦年）」
（『那覇市史』資料篇１−10、177⾴）。

18 明和５ 乾隆33 1768 12・４ 船頭：郁三
⼤島
屋喜内間切
阿室村

喜屋武間切 漂着。
「親⾒世⽇記（乾隆三⼗三⼦年）」
（『那覇市史』資料篇１−10、222-223
⾴）。

19 明和７ 乾隆35 1770 ̶ 喜助 ⼝之島
（与那国
島沖ヵ）

⼤⾵に遭い⾏⽅不明。
「⼤波寄揚候次第」（『琉球王国におけ
る海運と漂流・漂着に関する研究』46
⾴）。

20 天明３ 乾隆48 1783 12・̶ ̶ 屋久島 宮古島 漂着。
「乾隆四拾九年并五拾弐年御三代伊江親
⽅御⽤⽇々記」(『沖縄県史』資料編７、
14⾴）。

21 天明４ 乾隆49 1784 １・５ ̶ 七島 国頭間切奥村 漂着。
「乾隆四拾九年并五拾弐年御三代伊江親
⽅御⽤⽇々記」(『沖縄県史』資料編７、
３-５⾴）。

22 17xx ̶
船頭：袈裟六、
⻑助

薩摩国⼭川、
⿅児島

久⽶島 ２艘漂着。
「位階昇進願他諸上申書等例寄（康煕〜
乾隆年間）」（『那覇市史』資料篇１−
10、74⾴）。

康煕〜乾隆年間
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23 寛政８ 嘉慶元 1796 ３・27
沖船頭：
周左衛⾨

薩摩国⼭川 与論島
与論島東の「⼲瀬」にて破船。
船具や宿の⼿配などの対応を琉
球王府が担っている。

「親⾒世⽇記（嘉慶元⾠年）」（『那覇
市史』資料篇１−10、257-258⾴）。

24 ⽂化７ 嘉慶15 1810 ̶ ̶ 奥州 ̶ 漂着。
「奥州⼈七⼈宮古島江漂着破船那覇江送
来候ニ付介抱⽇記」（『評定所⽂書』
15、31⾴）。

25 ⽂化10 嘉慶18 1813 ３・̶ ̶ ̶ ̶
「徳之島江罷下候」⼤和船が
「御当地」に漂着。3⽉25⽇に出
帆。

「嘉慶拾⼋年御三代伊江親⽅⽇々記」
（『沖縄県史』資料編７、348-349⾴、
365-369⾴）。

26 ⽂化10 嘉慶18 1813 ̶ ̶ 肥後国 渡名喜島 漂着。 『旧琉球藩評定所書類⽬録』62⾴。
27 ⽂化10 嘉慶18 1813 ̶ ̶ 奥州 ⼋重⼭島 漂着。 『旧琉球藩評定所書類⽬録』62⾴。

28 ⽂政６ 道光３ 1823 １・８
船主：新兵衛
沖船頭：⻲吉

陸奥国本吉郡
気仙沼

宮古島島尻 漂着。
「本吉郡気仙沼より難船にて国々被流る
事」（『平良市史』３、536-538⾴）。

29 弘化２ 道光25 1845 ６・27
奥順丸・
 権現丸

̶
慶良間島
座間味間切沖

⼤⾵により破船。死⼈の取扱い
に関する記述あり。

「案書（道光⼆⼗五年）」（『評定所⽂
書』２、133、138⾴）、「従⼤和下状
（道光⼆⼗五年〜⼆⼗六年）」（『評定
所⽂書』２、276⾴）。

30 弘化５ 道光28 1848 ３・̶ ̶ 道之島 国頭間切沖 「船乗沈」とあり。
「年中各⽉⽇記（道光⼆⼗⼋年）」
（『評定所⽂書』３、439⾴）。

31 弘化６ 道光29 1848 ̶ ⼤寿丸 ⼤島 ̶ ⼤島御⽤船。破船。
「従⼤和下状（道光⼆⼗九年〜三⼗
年）」（『評定所⽂書』５、263⾴。

32 弘化７ 道光30 1849 ̶ ̶ ̶
国頭間切
宇良村
外⼲瀬

「沖永良部島右御⾒聞役何某殿
乗船」とあり。「⼲瀬江⾛揚」
げて破船。

「年中各⽉⽇記 帳当座（道光三⼗
年）」（『評定所⽂書』５、299⾴）、
「案書（道光三⼗）」（『評定所⽂書』
５、380⾴）。

33 弘化７ 道光30 1849 ̶ ̶ ̶ 伊江島
破船。碇が盗み取られたため、
王府より探索が命じられる。

「年中各⽉⽇記 帳当座（道光三⼗
年）」（『評定所⽂書』５、300⾴）。

34 弘化７ 道光30 1849 ６・̶ 興盛丸 ̶ ̶
破船。「書役橋本千蔵」の荷物
を積む。

「⽇記総⽬録（道光⼆⼗九年より三⼗
年）（『評定所⽂書』５、358⾴）。

35 弘化７ 道光30 1849 ７・̶ ̶ ̶ 伊江島
破船。沖永良部島古⾒聞役乗
船。

「⽇記総⽬録（道光⼆⼗九年より三⼗
年）（『評定所⽂書』５、359-360⾴）。

36 弘化７ 道光30 1849 ９・̶ ̶ 徳之島
本部・
今帰仁沖

破船。「洋中乗沈」とあり。⽣
存者および遺体が本部・今帰仁
へ漂着。

「⽇記総⽬録（道光⼆⼗九年より三⼗
年）（『評定所⽂書』５、362⾴）。

37 嘉永４ 咸豊元 1851 ̶ ̶ ⼟佐国
摩⽂仁間切
おと村浜

漂着。

「⼤清咸豊拾年庚⾠ 豊後国三佐⼈漂着⽇
記 ⽇本万延元年 評定所」、「年中各⽉⽇
記 帳当座（咸豊元年）」（『評定所⽂
書』５、425⾴、431-432⾴）、「案書
（咸豊元年）」（『評定所⽂書』５、445
⾴）。

38 嘉永４ 咸豊元 1851 ３・̶ ̶ 沖永良部島
国頭間切
外⼲瀬

「⼲瀬江⾛揚」げて破船。

「年中各⽉⽇記（咸豊元年）」（『評定
所⽂書』５、406⾴）、「⽇記総⽬録（咸
豊元〜⼗⼀年）（『評定所⽂書』15、189
⾴）。

39 嘉永５ 咸豊２ 1852 １・̶ 松壽丸 徳之島 ⽟城間切
徳之島下御⽤船。洋中で難⾵に
遭い漂着。

「年中各⽉⽇記（咸豊⼆年）」（『評定
所⽂書』５、561⾴）、「⽇記 帳当座
（咸豊⼆年）」（『評定所⽂書』６、21-
22⾴）、「案書（咸豊⼆年）」（『評定
所⽂書』６、34⾴）、「⽇記総⽬録（咸
豊元〜⼗⼀年）」（『評定所⽂書』15、
200⾴）。

40 嘉永５ 咸豊２ 1852 ２・̶ ⼤聖丸 （薩摩国ヵ） 那覇川⼝ ⼊津の際に嵐に遭い破船。

「年中各⽉⽇記（咸豊⼆年）」（『評定
所⽂書』５、563⾴）、「案書（咸豊⼆
年）」（『評定所⽂書』６、34⾴）、
「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」
（『評定所⽂書』15、202⾴）。

41 嘉永５ 咸豊２ 1852 ６・̶ ⼤壽丸 （薩摩国ヵ）
浦添間切
城間村沖

破船。「館内⽤船」とあり。

「年中各⽉⽇記（咸豊⼆年）」（『評定
所⽂書』５、572⾴）、「案書（咸豊⼆
年）」（『評定所⽂書』６、33⾴）、
「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」
（『評定所⽂書』15、210-211⾴）。



58

註）本表作成にあたっては『琉球王国評定所文書』各巻、『那覇市史』資料篇１-10、『沖縄県史』資料編７、『平
良市史』３、琉球王国評定所文書編集委員会編（1989）『旧琉球藩評定所書類目録』浦添市教育委員会、豊見
山和行（2004）『（2001 年（平成 13年）度〜 2003 年（平成 15年）度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）（２）
研究成果報告書）琉球王国における海運と漂流・漂着に関する研究』琉球大学教育学部を利用した。

42 嘉永５ 咸豊２ 1852 ９・25
乗員：
貞助・幸兵衛
・富次郎

肥後国天草郡
⼩宮地村

伊平屋島
漂着。翌年４⽉14⽇に那覇を出
帆。

「天草⼈漂着⽇記」（『評定所⽂書』
６、171-220⾴）、「従⼤和下状（咸豊⼆
〜三年）」（『評定所⽂書』６、238
⾴）。

43 嘉永６ 咸豊４ 1854 ４・３ ̶ 薩摩国⼭川 ̶
「⼤島御詰異国⽅」の役⼈が乗
船。漂着し、那覇に廻送。

「年中各⽉⽇記（咸豊四年）」（『評定
所⽂書』８、80-86⾴）、「案書（咸豊四
年）」（『評定所⽂書』８、116⾴）。

44 嘉永６ 咸豊４ 1854 10・̶ 天照丸 徳之島
与那城間切
伊計村

洋中で難⾵に遭い漂流。
「廻⽂（咸豊五〜六年）」（『評定所⽂
書』17、246-247⾴）。

45 嘉永７ 咸豊５ 1855 ４・29 観⾳丸 薩摩国⼭川
今帰仁間切
沖⼲瀬

「⼲瀬江乗懸り」破船。
「案書（咸豊五年）」（『評定所⽂書』
17、159⾴）。

46 嘉永７ 咸豊５ 1855 ６・24 蛭⼦丸 薩摩国⼭川
那覇
三重城側

産物⽅御⽤品積。「⾵波荒⽴」
破船。

「年中各⽉⽇記(咸豊五年）」（『評定所
⽂書』９、562-563⾴、569⾴、627
⾴）、「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀
年）」（『評定所⽂書』15、251⾴）、
「案書（咸豊五年）」（『評定所⽂書』
17、190⾴）。

47 安政３ 咸豊６ 1856 ̶ ̶ 沖永良部島
今帰仁間切
古宇津

漂着。沖永良部島下御⽤船。
「案書（咸豊六年）」（『評定所⽂書』
12、328⾴）。

48 安政４ 咸豊７ 1857 ３・̶ ̶ 沖永良部島 与那城間切
漂着。翌⽉⾦武間切「あかんま
浜」でも破船。

「年中各⽉⽇記（咸豊四年）」（『評定
所⽂書』14、９-11⾴、13⾴）、「⽇記総
⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」（『評定所⽂
書』15、276-278⾴）。

49 安政６ 咸豊９ 1859 １・24
船名：善宝丸
船主：栄作
船頭：善兵衛

陸奥国宮古
多良間島南表
たかあな

漂着。

「奥州⼈七⼈宮古島江漂着破船那覇江送
来候ニ付介抱⽇記」（『評定所⽂書』
15、５-35⾴）、「多良間島漂流記」
（『平良市史』３、538-543⾴）。

50 安政６ 咸豊９ 1859 11・̶ 松徳丸 ̶ 久⽶島 漂着。
「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」
（『評定所⽂書』15、319-320⾴）。

51 安政６ 咸豊９ 1859 11・̶ 永楽丸 ̶ 慶良間島 破船。
「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」
（『評定所⽂書』15、320⾴）。

52 安政７ 咸豊10 1860 ３・̶ ̶ 沖永良部島 津堅島
前年に「⼭原表」で「乗沈」め
たところ、船が津堅島に漂着。

「⽇記総⽬録（咸豊元〜⼗⼀年）」
（『評定所⽂書』15、326⾴）。

53 安政７ 咸豊10 1860 ３・10 船頭：庄吉 豊後国三佐村
久志間切
引⽥村

漂着。
「⼤清咸豊拾年庚⾠ 豊後国三佐⼈漂着⽇
記 ⽇本万延元年 評定所」

54 慶応３ 同治６ 1867 ３・15 船頭：兼清
与論島
瀬利覚村

宮古島久⾙村
⻄表新川泊

漂着。
「両先島在番往復」（『評定所⽂書』
15、457-463⾴。

55 慶応５ 同治８ 1868 １・22 観⾳丸 薩摩国⼭川
⼋重⼭島
上地村

喜界島下御⽤船。前年12⽉24⽇
から漂流。

「案書（同治⼋年）」（『評定所⽂書』
16、196⾴）。

56 慶応５ 同治８ 1869 ３・26

船主：
河野覚兵衛
沖船頭：
吉左衛⾨

薩摩国⼭川
⼋重⼭島
上地村

漂着。
「両先島在番往復」（『評定所⽂書』
15、497⾴）。


