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【史料紹介】『冠船付日帳Jr冠船付締方申渡候書付寓』

麻生伸

一、史料の書鶴

本史料は、東京大学史料編纂所に所蔵されている謄写された史料である。両史

料とも『琉球冠船記録~ (全九冊)にかかるもので、 「冠船付日帳j は『琉球冠船

記録慶感二年六』に、 「冠船付締方申渡候寄付篤j は『琉球冠船記録慶謄

二年七』の一部にあたる。

『琉球冠船記録』とは、同治 5(1866)年の尚泰冊封・1，こついてまとめられた史

料で「勅使以下唐人江王子弁役々より返礼物帳」、「勅使以下唐人より国王弁嫡子

且王子役々江進物帳J(*)、「勅使逗留中諸物練総帳J、「冠船井謝恩船金銀禽入目

帳J(*)、「冠船付日帳J、「冠船付締方申渡候寄付篤J、「冠船付諸事勤方井勅使方々

被差越候次第J、「冠船付塩硝帳J(*)、「冠船付拝領物弁献上物帳J(*)、「天使

字蹟集J、「勅使以下江献立井卓之図」、 f論祭之時供物帳」、「道之島御見次物詩取

絡帳J、f武具其外唐人江相尋候書付潟J(*)、「冠船付評価物買立帳Jの 15の史

料からなる。このうち(*)をつけたものは「琉球国王尚家関係資料1に収蔵さ

れ、外題には島津家へ送付した資料の控え文書でかつ評定所による作成であった

ことが明記されているようだ・2。

そのうち今回は、冊封に際しての在番奉行所への連絡事項をまとめた「冠船付

日帳Jと、王府から圏内に布達された命令集である「冠船付締方申渡候書付寓」

を紹介することとした。その理由は、詳しくは後述するが関連史料が豊富である

ことと、対消関係において重要な儀礼である冊封儀礼と対島津関係や圏内統制と

がいかに連関していたかを検討する上で有益であると考えたからである。

なお、 『琉球冠船記録』の各冊の最後には f東京市渋谷区豊分 公爵 島津忠

承氏所蔵 昭和十年十一月鹿児島ニテ潟了Jと記載されており、本史料は玉里家

に伝来したものを謄写した史料であることが分かる。また、鹿児島大学付属図書

館には玉里文庫番外史料として上に示した 15の史料が所蔵されているようであ

る。五味克夫氏によると『琉球冠船記録』の原本で、謄写の際に再編集している

.1 冊封に関しての先行研究は多いが、全体像として[陳大端著・真栄平房昭訳

1988J、 〔豊見山和行 1989J、同治 5年の冊封に関しては貿易の視点や福州や鹿児

島における事前交渉などに関しては〔豊見山和行 2000J、冊封を含めた王国末期の

外交状況については[西里喜行 2006Jなどを参照のこと。

・Z (那覇市立侍物館 2006P75-76J参照。
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としているへ 鹿児島大学付属図書館に所蔵されている史料は今回調査すること

ができなかった。双方の史料が同じか、どういった経緯で誰が謄写したかは今後

の課題としたい。

二、本史料の肉容といくつかの蛤点

史料本文が多量であり、かっ二つの史料を紹介することから、項目毎に内容を

追うことはせずに、各史料のおおまかな内容説明と、いくつかの論点についてま

とめることとする。 [A-l]などは史料本文に便宜上つけた番号である。

( 1 )史料内容

「冠船付日帳Jは、冠船滞在日寺の王府から在番奉行所への連絡・申請文書で構

成されている。同治 3(1864)年 4月 29日から冠船が那覇を出帆する同治 5(1866)

年 11月 11日までが含まれる。多くが、摂政 ・三司官からの命令に基づいて、那

覇親見世や首里の評定所などが在番所へ連絡を取っている。内容は多岐に亙るの

で割愛したいが、様々な要請や冊封使一行、儀式に関する情報、今後の予定を報

告するものなどとなっている。

「冠船付締方申渡候書付腐j はタイトル通り、冠船滞在中の諸統制令について

まとめたものである。王府から出された布達文書で、宛先は、両先島・諸離島・

諸問切・首里・那覇・久米村・泊村などで、それぞれの地核に合わせた統制が行

われていたことが分かり興味深い。また、 [B-11-1] r冠船渡来付締方申渡候覚j

は、同タイトルの文書が東京国立侍物館に所蔵されており、同博物館図版目録に

写真掲載されているぺ

( 2 )冊封と島望書家役人

「冠船付目 l候Jは、冠船来琉につき王府から直接、また毅見世を通して在番奉

行所へ諸連絡を報告した内容となっているが、なかでも島津家から派遣されてい

た役人たちへの冊封に関する連絡・申請が多くみられる。 [A-17]のよ うに儀礼

を執り行ったという報告から、冊封使一行の情報 ([A-19]) まで連絡内容は様々

である。

諸論考で指摘されているように琉球で冊封使一行と島津家役人が遭遇 しないよ

*3 [五味克夫 1972 P56]参照。

・4 r ( 2 6 )慶謄二年二月廿五日評定所逮J(東京国立博物館 2002 P91-92]。た

だし、写真の順番に鋲りが見らることに注意する必要がある。なお、岡目録には「冠

弘、付締方申渡候条4Jという史料が掲載されている。この史料は「冠船付締方申渡候

書付篤Jには記載されていない〔東京国立博物館 2002 P88-9 I]。
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うに在番以下の役人は浦添間切の城間村へ移住することになっていた旬。それに

伴って空き家となった在番所は仮里主・冠船方役人の詰め所として、横目衆・附

衆宿は唐人宿として使用し、進貢船に搭載するために在番所に保管されていた武

器類や塩硝は、島津家役人の見分のもと浦添の龍福寺に移管している。さらに、

もし城間村まで「唐人Jが来そうになったならば小波津村へ「御引越Jするよう

に申請しており、島津家役人が琉球に滞在していることを隠蔽するための対策は

万全を期していたことが分かる(以上 [A-7]など)。

しかしながら、那覇滞在中の御用聞商人の移住場所については問題となった

ようである。 [A-3]には評価貿易で取り扱う島津家の商品の管理が不行き届きに

なることが懸念され、商品の蔵がある泉崎へ御用聞商人も滞在させようとする島

海側と、それでは唐人と大和人が遭遇してしまうことを恐れる王府側とで交渉が

行われた。交渉の結果は不明であるものの、王府は商品管理は玉府が責任を持っ

てし、廃れや盗難による損失分は弁償することなどを提案している。王府と島海

との聞で琉日関係隠蔽に関する温度差が窺えて興味深い。

また、冊封使渡来の時には臨時に関番所を作っていたが「泊高紅」と「安星紅J

の関番所には、士族二人、無系二人、中国語を解する者二人が番に当たっていた。

この番所は唐人が城間村に近づくことを監視し、そのような事態には馬で早々に

減問村の在番奉行などへ報告することと、那覇に向かう琉球人が日本との関係を

示唆させる物(和書・京銭・琉斗舛・武器など)をみだりに持ち込ませないよう

取り締まることを目的としていたようである ([Bーか1，2])。

8月 27日には冊封の儀式が首里城で行われるということで、在番奉行なども「御

覧Jになるよう国王からの提案があった。その際も冊封使一行と会うことのない

様に「明六ッ時分J(朝 6時頃)に入城するようにし、首皇城までの道筋も指定し

ている ([A-26])。

以上、王府にとって冊封儀礼が対清外交にかかわる重要案件であるのみならず、

単線滞在中にも琉球在住の島津家役人との繋がりも機能していたことが分かつた。

冠船滞在中には琉球・島津関係は一時的に麻痩状態になるのではなく、王府や親

見世と在番奉行所との連絡体制が維持され続けていたという理解が重要であろう

と考える。

( 3 )冊封と『道之島j

次に冊封使来琉時における、王府と道之島との関係について述べてみたい。上

原兼善氏は「清朝に対して創り出された隠蔽体制は」、 「道之島」に対する琉球

+5 (島袋全発 1978 P38-42)など参照。
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支配の虚構化と琉日関係の隠蔽という二重の栴造を持っていたことを指摘した・6。

明清代を過して、中国王朝に関係性を隠蔽する必要に迫られた琉球倒11と日本側は、

漂着民送還制度や冠船来琉時に「道之島Jに対する琉球支配を一時的に設定して

いたことに注目したものであった。

同治 5(1866)年の冠船来琉時にも、一時的・臨時的に「道之島Jに対する琉

球支配が設定されており本史料からもその状況が窺える。まず、 [A-12)では「道

之島人Jが勅使行列を見学する際に、響を差していないと不審がられるという理

由で、響を差すことを許可していただきたいとの旨が摂政・三司官から在番所へ

申脅している。ここで注目したのは、 「道之島人Jに対する行動規制が見受けら

れないことである。すくなくとも、島津家の役人や商人のように移住する必要は

無かったようである。

また、那覇に来着した「道之島人」に対して、仮塁主と大和織目から布遣され

た条文もある(【8-12))。この条文は、在番奉行の許可のもと布遣されているが、

琉球人と同様に日本との関係を示唆するものや行動は鐙えるようにとの旨を命令

している。このことは、島津側からの制限もあるが、 「道之島人Jへの統制権を

琉球側が一時的に手に入れたとみることができょう。また、冠船滞在中は「道之

島船Jの船改めを大和横目のみで行っており、通例となっている島海家役人との

合同の船改めも行われておらず、冠船滞在中の王府による「道之島J支配は、「虚

構Jというよりも f実質j 的な場合もあったと指摘できょう。

以上、いくつかの論点を提示した。琉球における冊封儀礼は島律家との連携無

くしては成り立たないものであった。それは、在番奉行の移住や「道之島J対策

に顕著に表れていると考えられる。本史料は、このような状況がつぶさに伺われ

るという意味において重要であろう。最後に、今回紹介した内容や論点以外にも、

例えば領域に関する問題やキリシンタン道具や禁書に関わる問題など、王府の外

交政策の考える上で一考に値するテーマがみられることに触れておきたい。

I史料本文】

凡例は次の通り。書式は謄写本に拠った。句点・並列点などを適宜施した。/は

改行を表す。変体仮名はそのまま漢字を用いた。謄写に際し誤写されたと思われ

る文字については該当文字に続いて (0ヵ)とし、括弧内に適当だと思われる文

字を入れた。外字は利用せずに口 (0+0)と記載した。虫損字・不明字は口で

示した。

(表紙略す)

句 〔上原兼普 2006 P55) 

- 58 -



琉球冠船記録慶II!二年六

冠船付日帳

[A-l) 

子四月廿九日

一、冠船渡来付而者、以前之通御役々等被差越筈候得共、琉球園困窮之段被

聞召上候付、此節者

思召ヲ以、御役々等致差越候儀、御容捨被仰付候旨、左之通摂津殿より被仰

渡候御番付鎖之側玉城親雲上ヲ以附役税所市兵衛殿取次御在番所及御届候

事、

中山王代替付、来々寅年従大清園封王使渡来有之候得者、以前之通御役々等

被差越筈候得共、琉球之儀、近年引続難渋ニテ困窮之段被

開召上候付、此節者

思召ヲ以御役々等被差越候儀、御用捨被仰付警固等之儀者、在番江分而手堅

相勤候綴申渡候問、声高端申談都合能取計候機被仰付候、此旨中山王御承知有

之、役々茂難有奉承知候様、可申越旨、琉球館関役井在番親方江可申渡候、

三月 摂津

(A-2) 

本文之通鎖之側勝連親雲上ヲ以御在番奉行相良治部殿井産物方御目附様山休兵衛

殿江申上候事、

産物方御物昆布御園所之儀、晴立候場所柄之上、家作振他所ニ相替候付、冠船

渡来之節、当分通ニ而者、唐人共疑相立何歎悶尋又者宿繰替等申立候茂難計、

至極念遺仕候事御座候問、冠船滞留中東表絵地江質素ニ木屋作調、諸品等入

付、南表門内茂竹扉杯立合、役場之形ヲ以冠船方携役々詰所被仰付冠貴公帰帆

以後本形通相調帰上候傑被仰付被下度奉存候、天保九成冠自公之節茂昆布御閉

所南表構子仕合同之左右忍口有之候慮、御相談ヲ以不晴立様福子井門之左右

忍口所除福子之所石垣積立門内茂竹扉相立冠船滞留中諸仕立物方役々詰所為

被仰付置事御痩候問、宜様御吟味被成可被下候、此段御相談可申上旨摂政・

三司官申付候、以上、

丑三月五日

[A-3) 

本文右同断、

産物御方御繰合向之儀、天保九成冠貴公之比ニ替、康相成、夫長御本手品茂相重

居候慮、冠自公滞留中、掛御用聞共差離候而者、太分之御物子(子?)慾カシ見

締向等届兼、御領失ニ可相及哉ト御念遣被思召候付、右御本手品泉崎漫江格

護被仰付御用聞共彼所江被召置候方ニ御吟味相成候段承知仕、右之趣摂政・

三司官江委曲申関候慮、御物見格護方御念遺之所ヨリ右通御吟味相成候段者

勝連続雲上

白
可
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御尤奉存候得共、冠船渡来之節、那覇・泊・久米村江者唐人共毎日時無致俳

綱人家江茂心之侭致出入候所より、古来冠松之節者御奉行御始御役々衆、其

外御国人惣而城間村江御引越被成事候慮、唐人共ニハ賓島人隠居候ト申、其

疑相H青不申妹相見得申候、賓暦六子年、寛政十二申年冠松之節、城間村江賓

島人参居候問、彼表江差越可相逢ト唐人五、六人度々上泊漫迄差越、涯々及

騒動御奉行御役々衆別所江御迦被成候事茂為有之曲、且天保九成冠船之節茂

安謝湊漫迄差越、御奉行御役々衆右同断御迦之御手組被成候内、久米村人列

帰候付、御取止為相成事候、冠書公者王位免授之大典、勅使始文武之官人兵役

等至而大客之事ニ而漂着人之様、他所俳f困難相禁為遊山近方之田舎迄茂心之

侭歩行仕候慮、右通毎日致俳綱候所江御用聞共被召置、自然唐人等目ニ掛候

而者至而故障成立可申、琉球之儀御園元御幕下相成候段、唐江相知候而者、

難題可成立事ニ而、平日其取沙汰迄茂深隠密仕候而サエ、唐人共疑惑ヲ懐、

時々掛引有之候慮、御用聞共唐人等目ニ掛候ハ¥、ヲノツカラ勅使より茂記

録ヲ以被備皇覧賦ニ而、日本通融之所相額、唐都合向キ磁ト稲損、進貢被差

放候時宜ニ茂成立可申哉ト、此所夜白驚痛仕居申候、天保九冠自公之節茂、産

物御方御本手品那覇江御格護被仰付置事ニ而、右取扱之掛御用聞共四、五人

程泊村・上泊之間江差置候様、自然其所江吟味付兼候ハ¥、御園元江御差圃

被成ニ而茂、是非其通御取計不被成候而不叶段御目附衆より被仰渡趣有之候

慮、泊井上泊漫者那覇近ク唐人共為遊山差越相障候付、城間村江被召置度旨

申上候慮、御用聞之者共、右両所之間江被召置候一件、御園元被奉得御差圃

候閑相成丈之儀者、其通取斗自然差支相成事候ノ、、、内間村江者是非共召置

候方ニ吟味有之候様、分而被仰聞候付、先内問村江被召置外方俳術無之様被

仰渡自然到其期故障筋相見得、其段申上候ハ¥城間村t工引移候様被仰付度申

上、其通被仰付、左候而御本手品御格護所井昆布御閉所者、兼市被召付置候

番力日勢江昼夜詰込番被仰付、其外之蔵々者修金・牛馬皮・海人草見締番共江

昼夜行廻見締被仰付惣之首尾合産物方御用掛共ニ而承届、猶又右掛ニ茂時々

行廻厳密致取締候上、月ニ両度宛於城間村御届申上候様、御目附衆より産物

掛江被仰付、其通ニ而無故障相済且御本手品御梯方、又者代分(銭ヵ)取立等

之儀茂先達而差上置候抜書通被仰付置候次第、秀被聞召分御本手品之儀、冠

骨公滞留中泉崎港江人家見合被召移候儀者御吟味通ニ市干ソカシ等ハ琉人之内

兼而取馴候者より人林御見合産物方御用掛井筆者共検見ヲ以被仰付御梯方弁

代分(銭ヵ)取立等茂成年之娠合ヲ以被仰付、旦御本手品御格護所見締番之儀

者成年より茂人数被召重昼夜誇込番被仰付、右外頭立候者岡三人程人跡見合

申上候ハ¥、産物方御用掛共相合厳重差引被仰付度、左候ハ¥見締向茂随分

行届可申哉ト奉存候、乍此上見格護方不行届濡廃候欺、又者逢盗候節ハ琉球

方より引請弁納可仕候問、何卒御用聞共御用品御格護所江被召付置候儀者、
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御用捨被仰付戊年之通内問村江被召置、自然彼所ニ而差障候模様茂候ノ、¥其

節者城間村江引移候方ニ被仰付可被下候、此段御相談可申上旨、摂政・ 三司

官申付候、以上、

丑五月朔日

[A-4] 

本文右同断、

勝連親雲上

省地傾城之儀、異園人等ニ対シ不罷居段、相違置候付、冠船渡来之節傾城共唐

人附合サセ候而者、異人等江間合相成、又者冠書公滞留中、異風船来着異人等

目ニ掛候ハ¥兼而之申晴不賓ニ相成強暴者共押付之仕形共ニテ傾城附合併j方

茂不能成差省騒動迄ニ而無之致縁付候ハ¥ヲノツカラ異国船繁々汐掛長々滞

留等イタシ、是以困難之端不容易儀ニ而、冠自公滞留中者傾城共引携、左候而

唐人江者省地此以前異園船繁々来着異人共逗留住家等作立永久之姿相見得候

付、傾城共致驚怖方々江逃去、且近年飢値打続諸民一統及難儀傾城附合候者

茂無之、右者共素立方不罷成到蛍分者不能居段、相違候様可仕候、尤此以前

冠自公之節勅使召列候末ニ唐人等若於琉球傾城慰等仕候者ハ其科可申付段、布

政司より兼而申渡有之、既ニ勅使渡来之上茂右一件段々取締有之、兎角此節

茂先例ヲ以取締可有之賦ニ而傾城引例候辿、唐人共女人江故障付之儀者有之

間敷候得共、冠船滞留中、那覇・久米村女人共夜入候ハ¥外向俳個差留、首

里・泊井近郷之女共ニ茂那覇江差越候節昼中罷帰候様堅締方申渡、乍其上

末々唐人等仕形次第ニ者、勅使江申入、律儀有之候様取計可申候問、右之趣

被聞召置被下候鎌可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

丑七月廿八日 勝連親雲上

[A-5] 

本文之通鎖之側勝連続雲上ヲ以附役税所市兵衛殿取次相良治部殿江申上相済候

事、

一、封王使渡来之節、於那覇御国自公江御米積入差登候市者難題ニ相成候付、先

年冠舵之節者御在番奉行御相談ヲ以、中頭・島尻方出来米者、牧湊江陸地持

越彼方より馬艦自公ヲ以遠天・勘手納江積廻、御圏直公江積入為差主主事御座候、

省時御米之内、砂糖繰答上納被仰付置、尤右焼出方茂正月中相仕舞候様、分

而申付置候付、上納砂結之儀者那覇ニ而積入、其絵之御米運賃等ハ此節茂右

仕向通被仰渡度奉存候、

一、冠自公之儀、苦種之節入三日より後者、順風次第唐致出帆筈候故、御園自公之

儀、四月初頃那覇湊相迦不申候而ハ差障候付、古米立高公三月中積荷相仕舞、

新米立骨公共、四月初旬運天江相廻、彼所ニ而順風見合致出帆候様被仰渡度奉

存候、

一、両先島行御回総之儀、早々乗渡、彼地ニ而積賓(穀ヵ)早相仕舞、四月初
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頃可致帰着候、自然何欺差支、四月初旬相過致帰帆候ハ¥、那覇湊乗迦直ニ

運天江乗入候ニ被仰渡度候、 E又帰帆之靭、依風並久米島・慶良間島ニ而冠

貴金一所ニ致汐掛候茂難計心遣之儀御座候問、高一難迦、右様汐掛ニ市、唐人

より相尋申儀茂候ハ¥賓島自公日本江商質渡海之瑚、逢逆風、此所江致漂着候

筋相答候様、是又被仰渡度奉存候、

一、首春下貴金之儀、四月ニ相掛罷下候松々者、直ニ運天江乗入候様被仰渡度旨

御園元江申上置候得共、自然那覇江乗参候船茂可有之哉、帆影相見得候ハ¥、

早速漕出運天江乗入候様可相違旨、伊平屋島・伊江島・今帰仁間切・本部間

切在番人江可申渡置候問、御在番所御書付被下度奉存候、

一、右島々在番人より不相違走参申儀候ノ、、、讃谷山より早々漕出、久米島・

慶良間島之内江乗入候様可相達旨、在番人江可申渡置候問、自然右両島之内

江冠船一所ニ致汐掛唐人より相尋申儀茂候ハに前条同断相逮候様船頭共江

申渡度候問、是又御書付被下度奉存候、

一、右船々より御在番奉行衆井定式生産方御役々衆御荷物積下儀茂候ハ¥、宰

領人相付、小舟より牧湊江積廻候様、島々在番人江可申渡置候、

右之通御相談可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

寅正月七日 勝連親雲上

(A-6] 

本文右同断、

古米立新米立船頭水主共、例年ハ積荷等相済出船前、本松江引移申事候得共、

右者共跡宿江唐人宿申付筈ニ雨、急度明除修補梯除等不申付候而不日十事御座

候問、此節ノ、積荷相済早速本船江引移候様被仰渡度奉存候、

此段可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

正月七日 勝連親雲上

【A-7]

本文之通摂政・三司官より附役税所市兵衛殿取次相良治部殿江申上相済候事、

一、封王使渡来之節者、御在番奉行衆、横目衆、附々衆、城間村江御引越被成先

例ニ而彼方江兼而御宿構等申付置候、然者冠船渡来遅、諸種式等相滞及越年

儀茂候而ハ圏中必至ト差支候付、早々渡海被致候様於唐随分可取計旨、去秋

波唐役者共江申付越(置ヵ)、右之船頭共江茂渡来之時分柄吟味申渡候慮、在

種之節入三日以後者順風次第唐致出帆可相済旨申出有之候、賞年ハ気候相早

クを種之節入茂四月下旬ニ相嘗候付、五月初頃ハ日和次第渡来可被致ト存申

候問、四月初頃ハ城間村江御引移被成度常年御登之衆茂其頃迄順風無之御出

帆不被成候ハ¥城間村江御引移、御乗船者運天江相廻彼所ニ而日和御見合御

出帆被成度奉存候、左様御座候ハ¥御在番所弁横目衆、附々衆御宿冠船滞在

中明置候而者差障可申候問、先例之通御在番所者仮里主其外冠骨公方役々詰所
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申付、横目衆、附々衆御宿江者唐人宿申付候家主之者共引移置候様申付度奉

存候、

一、御在番所御絡護之武具井塩硝格護所之儀、跡々冠弘、之節ハ横目衆、附役衆御

見分之上、能福寺偽殿江格護被仰付、附役衆封印ヲ以外図柵ヲ結、浦添、西

原、宜野湾、北谷、中城五ヶ間切之者共江四人宛代合番申付置候、此節茂右

通被仰付候而ハ何様御座候哉、於其儀者、城間村江御越之節為持運先例之通

格護被仰付度候、尤火用心之儀ハ住僧井浦添間切検者江入念相動候様、堅可

申付霞候、

一、唐人滞在中方々不致様締方彼申渡置度旨、封王使方江申達候上、諸所江関番

所等茂可相立置候得共、以前冠自公之節評慣物為寅方貧島人尋行為申儀共有之

候由、自然右様賓島人相尋可賓渡杯ト申押而関番所ヲ越城間漫江罷通候儀茂

英監斗候付、跡々冠舵之節々御在番所御相談之上、左条之通手嘗為申付置事御

座候問、此節茂先例之通被仰付度奉存候、

一、唐人共城間遠江罷通儀茂候ハ¥関番所之者共乗馬ニ而走参告上可申候問、御

在番奉行衆・定式生産方御役々衆ノ""1、波津村江御引越御手廻道具者減問、屋

宮抱JII::ヶ村より人足差寄為持越、武具類者御家来之者共江御持被成候様有之

度候、左候而減問御宿跡者、其所之頭々相筒サセ自然唐人共参相尋申儀茂候

ハ¥道之崎之者共健渡候慮、冠船渡来付那覇江者旅宿難成、此所江罷居候由

相答候様可申渡候、右付朝夕御休式之儀者大豪所役人差越相調差上候様可仕

候、

一、右之節高一御仮屋道具杯見付貸島人道具之由申候ノ、¥、省春於牧湊賓島a公破
自公仕、右之荷物預置候段相答候様可申渡候、

一、冠船滞在中道之島船那覇致着船候ハ¥、仮星主、御物城、大和綴目ニ而締方

申付候様被仰付度奉存候、

一、右之節自公改方先例之通、大手口機目江被仰付度奉存候、

一、嘗地堂宮江御園元之衆より寄進之総馬、石燈娘、勧進碑、且那覇近漫江有之

候御園元之衆御墓所石搭杯ハ唐人共見候而障ニ相成候付、跡跡冠船之節茂御

在番所御相談之上可差樟等ハ取隠置候問、此節之儀茂省地役々見調都(部ヵ)

寄進物者別所江取隠、石塔ハ墓本江埋置、冠船帰帆以後本之通相直候様申渡

度御座候、

一、右石搭之儀先例通唐地役々迄ニ而相調都(部ヵ)取除候而首尾方迄ヲ申上候

様可仕哉、何分御差圃被成度奉存候、

右ヶ条之通御相談申上候、以上、

正月十三日
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[A-8] 

本文右同断申上候慮道之島々御代官衆宛書之横封御遣被成候付愛元より之書付相

添竹筒ニ入国頭間切より島次飛舟差立候事、

一、嘗夏冠船渡来之節、依風並道之島江致漂着候儀茂難計於其儀者右島々者琉球

支配之筋唐江相知候付而者諸事不差障様不取計候而不叶事{展開、自然島々江

御園舟罷下居候儀茂有之、唐人相尋候ハ¥貿島之者砂糖、芭蕉苧、米共買用

罷渡居候由相答候様、島々江被仰越度奉存候、冠松江致乗合居候久米村人江

茂右通相心得候様申越候付別封差遣候問被相渡候様御代官衆江之御添状可被

下候、

一、接貢松之儀、冠松一同庸致出帆筈候得者、風並次第右同前致漂着候儀茂可有

之候、帰唐船大島江致着自公候ハ¥返上物ハ於彼島御園船江積移直ニ差登候様、

先年被仰渡置候得共自然冠自公一所ニ接貢船茂繋居返上物御園船江積移候而ハ

唐人共見付可差障候問、御代官衆御相談ヲ以此節ハ省地江帰着之上差登候筋

可取計旨、進貢使津波古親雲上・桑江親雲上江申越候而ハ何様可有御座哉、先

年冠自公之節茂御在番所御相談之上右通申越置候間此節茂為念津波古・桑江江右

之趣別封差遣申度(渡ヵ)候、於御同意ハ是又御添状可被下候、尤自公繋場相替

唐人共見嘗不申所ニ候ハ¥御園自公江積移差登候様可致旨可申越候、

一、返上物御園高公江積移、才府、大筆者宰領ニ而差登候以後、冠自公繋場江接貢~

乗来候儀茂有之、才府・大筆者槌居不申儀ヲ唐人相尋候ハ¥最前之着場江賓島

之者共米・砂糖買用罷渡居候付、白糸反物買取候様申達候慮、彼者共幸ニ存

糸反物取入候付、右両入者代銀請取用彼元江残居候段相答候様可申越候、

右之通御相談申上候、以上、

正月十三日

[A-9] 

宜野湾親方/輿那原親方

譜久山親方/奥那城王子

本文之通鎖之側勝連親雲上ヲ以附役税所市兵衛殿取次相良治部殿江申上相済候

事、

一、冠船渡来付、御園自公者運天江相廻於彼地日和見合致出帆答候慮依風並冠船彼

方江被乗参儀茂候ノ、¥早速小舟差出直那覇江被乗入候様随分相働、自然風不

順ニ而其働不相違候ハ¥外ニ挽廻候湊無之候故、是非運天江挽入不申候而不

日十事候問、其節迄古米立書公致滞貴公居候ノ、、賓島之総ニ而候、此節冠船渡来付

入用之金銀品物等積渡、代料者責(穀ヵ)物井砂糖、修金、綿子、納、蕉布類

之品取交相渡候筋前年より約諾有之、右品々ヲ請取致帰帆候旨申達可相済ト

存申候、

一、新米立船積荷之儀者、牧湊ニ而馬艦船江積入運天、勘手納江相廻、園頭方出

来米茂右両所江積越御国松江積入申筈候得者太分之賓(穀ヵ)高数般之御園船
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江馬鑑自公ヲ以積移候儀、唐人共見付候ハ¥何共可申達様無之、難題之儀致出

来筈候問、新米立ta之儀者勘手納江挽廻置、冠船那覇江被致廻船候ハ¥積荷

相渡候様申付度候、

一、右付、諸事為取計物奉行一人、久米村人一人両人相添差遣可申候、

右通申付候而者、何様可有御座哉、此段御相談可申上旨摂政・三司官申付候、

以上、

正月十三日 勝進親雲上

(A-I0) 

本文之通鎖之側勝進親雲上ヲ以生産方御目附樺山休兵衛殿江申上相済候事、

一、封王使渡来之節者、御在番奉行衆御一同、生産方御役々衆、城間村江御引越

被成先例ニ而彼方江兼而御宿構等申付霞候、然者冠船渡来遅、諸種式相滞及

越年儀茂候而者圏中必至ト差支候付、早々渡海彼致候様、於唐随分可取計旨、

去秋波唐役者共江申付越、右之船頭共江茂渡来之時分柄吟味申渡候慮、を種

之節入三日以後者順風次第唐致出帆可相済旨申出有之候、蛍年者気候相早、

さ種之節入茂四月下旬ニ相賞候付、五月初頃ハ日和次第渡来可被致ト存申候

問、四月初頃ハ御在番奉行衆御始、御役々衆御一同城間村江御引移嘗年御霊堂

之衆茂其頃迄順風無之御出帆不被成候ハ¥、御乗船者運天江相廻彼所ニ而日

和御見合御出帆被成度奉存候、

一、唐人滞在中、方々不致様締方被申渡置度旨封王使方江申達候上、諸所江関番

所等茂可相立置候得共、自然評債物質方付而跡々より申侍ヲ以貧島人相尋可

寅渡杯ト申押而関番所ヲ越、城間漫江罷通候儀茂可有之哉、其節者関番所之

者共乗馬ニ而走参告上可申候問、御在番奉行衆御一同生産方御役々衆小波津

村江御引越、御手廻道具者城間、屋窟祖武ヶ村より人足差寄為持越、武具之

類ハ御家来之者共江御持セ被成候様有之度候、左候而城間御宿跡ハ其所之

頭々相詰サセ、自然唐人共参相尋申儀茂候ノ、¥、道之島之者共寵渡候慮、冠

船渡来付那覇江者旅宿難成、此所江罷居候由相答候様可申渡候、右ニ付朝夕

御休式之儀者、大蔓所役人差越相調差上候様可仕候、

一、省春下総之儀、四月ニ相掛罷下候貴公身者直ニ運天t工乗入候様被仰渡度旨、御

園元江申土置候付、三月過罷下候車公ハ直ニ運天江乗入申筈御座候問、右貴公々

より生産方御本手用之品々井御役々衆御荷物積下儀茂候ノ、¥、宰領人相付小

舟より牧湊江積廻候様、在番人江申渡置度奉存候、

右ヶ条之通可申上旨摂政・三司官申付候、以上、

正月十三日 勝連親雲上

(A-ll ) 

本文之通締方可申渡旨右同人ヲ以附役税所市兵衛殿取次相良治部殿1工申上生産方

御目附衆江茂申上候事、
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唐人城間漫江健通候儀茂有之候ハ¥、泊高紅・安里紅番人より差留候傑申渡

置候得共、押而関所ヲ越候儀茂難計候付為用心左之通可申渡候、

一、勢理客村前松原同所紅之北表高峯、漂峰村後東之高峯、同所兼本西之迦、右

四ヶ所江木慶一軒宛相調日夜番人可附置候、

一、勢理客村南之端江人馬差置、唐人上泊より参候ヲ遠目掛候ハ¥、員IJ番人之内

馬ヲ走城間村御奉行所井定式生産方御役々衆江其段申上候様、勢理客前之番

人江可申渡候、

一、唐人関番所ヲ越参候ハ¥、番人共互ニ員ヲ吹致相圏、右之内一人宛城間江馳

行、前条同断可申上旨、勢理客、津低四ヶ所之番人t工可申渡候、

一、泊高u.関番所江人馬差置唐人城間澄江健通候様子見及候ハ、、番人之内一人

馬ヲ走、右同断可申上候、

一、勅使登城之節ノ¥久米村人両人宛平良紅井泊関番所江詰居、唐人共城間漫江

相越候儀茂有之候ノバ、色々差障候次第共申立差留候様可申渡候、

一、右通久米村人より差留候而茂押而差越候儀茂英E計候問、平良紅関番所江人馬

差置、自然差餓申儀茂候ノ、、、城間t工走参御奉行所井定式生産方御役々衆江

申上候様可申渡候、

一、右付諸事為取計関番所江主取之者一人附置時々走廻致下知方候様可申渡候、

右之通可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

正月十三日 勝連親雲上

[A-12] 

本文之通税所市兵衛殿取次相良治部殿江申上相済候事、

道之嶋之儀、響差不申者茂有之由候、嘗地末々迄茂替差候慮、右ニ相替候而ハ

唐人共栂疑可申哉、尤琉人ハ忌中ニ管抜候段唐人茂兼而存居申事候得者、道

之嶋人共右之支度ニ而勅使行列見物、其外方々致俳佃候ハ¥唐人共致批判外

関ニ茂相掛可申候問、此節罷渡候道之嶋人共、冠船滞在中者響差候様被仰付

度奉存候、此段御相談可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

二月三日 湧川親雲上

[A-13] 

本文之通摂政・三司官より御在番奉行相良治部殿井生産方御目附樺山休兵衛殿江

申上相済候事、

生産御方唐御注文品之儀、天保九成冠船之節者那覇より牧湊江馬艦船より積廻

御取納相済早速口自公両般船頭江御引渡致出帆候段、書留ニ相見得、兎角其節

之接貢自公ハ冠自公より五日程先ニ致入津御取納御引渡等疾ク相済無関茂致出帆

候付、唐人目ニ不掛無事故相済為申筈候得共、天気、風並次第ニ者急ニ出帆

難成牧湊江数日致滞貴公候儀茂難計、牧湊之儀者那覇近有之、冠骨佐渡来之節者

唐人共那覇近海毎日致俳網候付、三重城、屋ラサ、波之上杯よりハ牧湊、読
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谷山沖大手口船往通見及可申、殊更賓暦六子年、寛政十二申年、冠骨公之節者城

間村江賓島人参居候問、彼表江差越可相逢ト唐人五、六人度々上泊漫迄差越、

天保九戊冠船之節茂安謝湊漫迄差越涯々及騒動為申由、此節之儀前々冠自公ト

茂相替、傾城引梯申事候付、唐人共傾城在所相尋候杯ト申致方々候茂難計於

其儀者舵ト相談ヲ力日制方可仕候得共、高一間入無之押々致方々牧湊漫江茂差

越御園船致滞船候ヲ目ニ懸可申哉ト努以至極心配仕居申候、然者冠船渡来之

節唐人共御園自公往通、又者滞貴公等見及候而者至而難題可成立事候付、前々よ

り冠船之節者御園船那覇湊より相迦、返上物茂運天江陸地持越於彼地積入、

且出物御米之儀茂於牧湊馬艦船江積入、運天江相廻於彼地御園船江積移候次

第御座候問、生産御方唐御注文品茂於牧湊御取納相済候ハ¥馬艦船より運天

江積廻於彼地御圏直公江積移候様被仰付被下度牧湊より運天迄者縫之海路ニ而

右御注文品積船井船方共其見合ヲ以申付、乍其上日和丈夫ニ見合為致出帆候

ハ\少茂念遺有之問敷、高一運天江積廻之期中途損失之儀共御~候ハ\御物

目成丈者此方より弁償可仕候、牧湊江者右通那覇近有之、大和船出入致滞自公

候ヲ唐人目ニ掛候而者省地難渋筋相掛候次第別条之御取分ヲ以何卒生産御方

唐御注文品之儀、馬艦船より運天江積廻於彼地御園船江積入被仰付候方ニ御

吟味被成被下度千高奉希候、以上、

三月十七日

[A-14] 

宜野湾銀方/輿那原親方

譜久山親方/輿那城王子

本文之通附役四本半九郎殿取次相良治部殿江申上生産方御目附衆江茂申上相済候

事、

帰唐自公入津之節、例年者自公中人数改済次第早速差下、勅書、賜物者卸取明倫堂

江致格護置、日撰ヲ以城元江差越申仕向御座候得共、冠船渡来之節者右通ニ

而者差支候付、緩貢船冠自公より先達而致入津候ハ 1、人数改差下、勅書、賜

物茂早速減元江差越候先例御座候問、右船入津之段申上候ハ¥城間村より直

ニ沖之寺江御出被成度奉存候、尤八時より入津有之候ハ¥勅書差越候規式不

相調候付、帰唐人数末々迄下自公無之様堅申付乗組勤番人例之通乗付陸江茂勤

番申付置、翌朝人数改井勅書卸方可仕候問、其節者翌朝沖之寺江御越被成度

奉存候、且文冠貴公一同又者後遺而入津之節者、先例通高奉行、大和積目ニ而

人数相改差卸、勅書弁賜物茂取卸サセ城元江差越可申候、此段可申上旨摂

政・三司官申付候、以上、

三月廿二日 湧川親雲上

[A-lS] 

本文鎖之側湧川親雲上ヲ以御在番所江御届申上候事、

両勅使乗船井都司乗船致入津{虞段者、飛脚ヲ以御届申上候通ニ而国王於迎恩亭
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詔勅迎之稽式相済、勅{吏旅館江被引越候付、園玉井追而被能出安否被相尋候

慮、両勅使封顔被致稽儀芳相済申候、此段御厨可申上旨、摂政・三司官申付

候、以上、

六月廿二日

【A-16]

同廿三日

湧川親雲上

一、冠船入津被致候付、摂政奥那城王子、鎖之側湧川親雲上召列、御在番所参上、

附役市来善兵衛殿取次御届申上候事、

(A-17] 

本文之通日帳主取輿那原里之子親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次新納主税殿江御

届申上候事、

来二十日両勅使崇元寺江被差越、先園玉江諭祭被致執行候段、久米村惣役ヲ

以被申聞候、此段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

七月三日 輿那原里之子親雲上

【A-18]

本文里主小禄親雲上ヲ以申上候事、

従客林子香ト申唐人病気相煩、此程段々致療治候得共不相叶、昨日相果候段那

覇詰之物奉行申越有之候問、此段御在番所江可被申上候、以上、

七月四日 湧川親雲上

塁主/御物城

(A-19] 

本文之通日帳主取輿那原里之子親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次新納主税殿江御

届申上候事、

一、左勅使姓者組、名者新、生園福建候官眠、省年五拾四歳、官職日講起居住

(注ヵ)愈事府右賛善、成豊壬子進士翰林院検討、欽命冊封正使正一品被叙、

一、右勅使姓者子、名者光甲、生圏直隷治州、省年四拾壱歳、官識内閣中書、成

豊丙辰進士翰林院編修、欽命冊封副使正一品被叙、

一、遊盤、姓者謝、名者園忠、生園四川崇慶州、嘗年四拾壱歳、

一、都司、姓者筒、名者邦佑、生園福建同安標語、嘗年三拾八歳、

一、弾摩官、姓者胡、名者願齢、生園漸江徳清勝、嘗年三拾歳、

一、全康給八拾七人、

内三拾人左勅使方

内壱人、姓者林、名者務部、生園福建候官眠、賞年四拾買t歳、成豊辛亥奉

人、

壱人、姓者林、名者脊零、生園福建候官眠、嘗年買t拾七歳、成豊己未秀才、

壱人、醤師、姓者蒋、名者錫年、生園福建関勝、首年三拾九歳、
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壱人、阿口通事、姓者潟、名者朝儀、生園福建関豚、嘗年三拾六歳、

京拾六入者為差整能無之故、姓名、生園等記不申候、

買t拾買t人右勅使方

内壱人、姓者鄭、名者口(玉+従ヵ)、生園福建候官将、嘗年三拾六歳、同治

甲子奉人、

壱人、姓者戴、名者希口(費ヵ)、生園直隷治州、嘗年JI'.:拾八歳、成豊辛亥

秀才、

壱人、皆師、姓者林、名者紹眉、生園福建候官勝、首年五拾歳、

壱人、阿口通事、姓者王、名者乗謙、生国福建闘将、首年四拾八歳、

拾八人者為差益能無之故、姓名、生園等記不申候、

拾三人遊盤、都司両人方

八人弾摩官方

拾四人乗船両般之船頭以下船中役々

一、半康給五拾四人、

内四人、左勅使方、

三人、右勅使方、

八人、遊撃、都司両人方、

拾三人、弾層重官方、

買t拾六人、乗船両般之自公中役々、

一、口根底百四拾三人、

内壱入、左勅使方、

壱人、右勅使方、

百八拾六人、遊撃、都司両人方、

三拾七人、弾座官方、

拾八人、乗船両般之水主、

一、月線四拾五人

内、七人弾堅官方、

三拾八人、乗船両般之水主、

合、四百三拾四人、

右、両勅使以下姓名官職等唐人共江承合如斯御座候、以上、

七月八日

[A-20] 

本文右同断、
戸主.. 

見

長史宮城親雲上/同伊計里之子親雲上

同 大嶺親雲上/同園場親雲上

惣役神村親方

- 69 -



一、勅使御乗貴公、惣長旅拾尋、横四尋四尺玉寸、

一、同大矯壱本、長拾七尋三尺、根廻壱尋三尺、

一、同満帆情壱本、長拾壱尋三尺、根廻壱毒事五寸、

一、都司乗船、長拾九尋三尺、横五尋四寸、

一、同大補壱本、長拾九尋、根廻壱尋三尺四寸、

一、同弥帆幡壱本、長拾壱尋四尺、根廻壱尋四寸、

右、冠松岡般之程来唐人共江承合如斯御座候、以上、

七月八日 長史宮城親雲上/同伊計里之子親雲上

同 大嶺親雲上/同国場親雲上

惣役神村親方

(A-21] 

本文御物城仲本親雲上ヲ以御届申上候事、

此節渡海兵之内、何錦龍ト申者病気差発、此程段々療治仕候得共不相H十、一昨

日相巣申候、葬方之儀者若狭町松原江土葬申付筈御座候、此段御在番所江御

届申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

七月十七日

里主/御物城

【A-22]

湧川親雲上

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

今日、両勅使崇元寺江被差越、論祭之纏式被致執行饗謄芳首尾能相済申候、此

段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、

七月廿目 湧川親雲上

(A-23] 

本文里主小禄親雲上ヲ以御在番所江御届申上候事、

冠船より持渡候塩硝井武具致格護候様、唐人共申出有之、機之役々井唐人共宰

領ニ而、久米村松尾塩硝蔵江入置、番人等相附見格護方入念候様申渡霞候段、

演比嘉親方申鑓有之候問、此段御在番所江可被申上旨、摂政・三司宮被申付

候、以上、

八月三日 輿那原里之子親雲上

里主/御物城

(A-24] 

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役市来善兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

来廿七日、冊封之規式被致執行候由、両勅使より久米村惣役ヲ以被申聞候、此

段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

八月廿一日
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[A-25] 

本文右同人ヲ以市来善兵衛殿取次御在番所江御相談相済候事、

津波古親雲上事、進貢使井請封之使者兼務エ而被差渡願通相済此節致帰帆候、

然者例年進貢使者ハ御園元之動相済候以後、紫冠被申付事候得共、請封兼務

之節者、冊封纏式相済次第、員IJ紫冠不被申付候而ハ封勅使成合不申候問、津

波古事追而冊封種式相済候ハ¥、紫冠被申付、御園元江茂其段申上候様仕度

候、先年冠自公之節茂御在番奉行相談之上、右之振合ヲ以取計為申事御座候、

此段御相談可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

八月廿一日

[A-26] 

本文里主小禄親雲上ヲ以申上候事、

来廿七日御奉行様御役々衆御出、冊封規式御覧被成{長様園王より被申上置候、

然者早々御登不被成候而不叶儀御座候問、明ヶ六時分城江御入被成候様可被

申上候、尤御通路筋之儀ハ平良紅より久場川桃昌院宮城筑登之親雲上屋敷前

新橋より渡嘉敷里之子屋敷前御通継世門より御入被成候様、是文可被申上候

崎漬平良紅江差越御案内仕筈候、

一、御着替所、城元江申付置候問、直御登城被成候様可被申上候、

右之通可被申上旨、摂政・三司宮被申付候、以上、

湧川親雲上

八月廿三日

里主/御物城

[A-27] 

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

冊封之規式相済候為謝穂、来月四日園王勅使旅館江被差越筈御座候問、此段御

湧川親雲上

届可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

八月廿八日 湧川親雲上

[A-28] 

本文右同人ヲ以附役市来善兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

来八日為仲秋宴先例之通商勅使招請被致筈御座{長、此段御届申上旨、摂政・三

司官申付候、以上、

九月三日

[A-29] 

本文右同断

口上

来八日為仲秋宴両勅使城元江被差越候問、大美殿江御越、行列御覧被成候様可

湧川親雲上

申上旨、園王被申付候、此旨摂政・ 三司官申付候、以上、

九月三日 湧川親雲上

ヴ，.



来八日為{中秩宴両勅使城元江被差越候問、横目衆、附々衆江茂大美殿江御出、

行列御覧有之候様可申達旨、園王被申付候、此段各ニ而可被申上旨、摂政・

三司官被申付候、以上、

九月三日 湧川親雲上

里主/御物城

[A-30・lJ

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役市来善兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

冊封之為謝語、昨日図王勅使旅館江被差出候慮、両勅使針顔被致、料理馳走有

之、種儀芳首尾能相済申候、此段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、以

上、

九月五日 湧川親雲上

[A-30-2J 

来十一日両勅使弁之綴見物被差越答之由、惣役申越候、然者早朝致罷登筈之由

候問、於鰭久山親方宅拾京碗之料理致馳走、夫より弁之緑江被罷出見物相済

候ハ¥、奥那城王子宅江申入拾六碗之料理教馳走筈御座候、此段各ニ而御届

可被申上旨、摂政・ 三司官被申付候、以上、

九月七日 湧川親雲上

里主/御物城

[A-31J 

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役市来善兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

昨日為{中秋宴両勅使招請被致先例之通料理馳走、躍・花火等見物有之、夜入五

時分被致帰館候、此段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

九月九日 湧川親雲上

[A-32・lJ

本文里主小禄親雲上ヲ以申上候事、

今日両勅使、弁之縁見物ニ被差越、譜久山貌方・奥那城王子宅江招請仕筈候慮、

雨天相成被召延候、此段御在番所江可被申上候、以上、

九月十一日

里主/御物減

(A-32・2J

湧川親雲上

明十四日阿勅使末吉社壇見物被致差鍾筈之由惣役申越候、然者早朝被飽登筈之

由候問、於宜野湾親方宅拾威碗之料理致馳走、夫より末吉社壇江相鯵見物相

済候ハ¥具志川王子宅江申入拾六碗之料理致馳走筈御座候、此段各二市御属

可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

九月十三日

里主/御物城

-72 -

湧川親雲上



[A-32-3] 

来十八日為重楊宴先例之通両勅使招請被致筈御座候、此段各ニ而御届可被申上

旨、摂政・三司官被申付候、以上、

九月十三日

里主/御物城

[A-33] 

本文御物城仲本親雲上ヲ以御届申上候事、

昨日七過時分両勅使末吉社壇為見物被差越候付、宜野湾親方宅江申入、王子・

三司官相伴ニ而料理致馳走夫より末吉江被差越筈候慮、雨天模様ニ而取止ニ

被仕候付直ニ具志川王子宅江申入右同断致馳走躍等見物有之、夜入五時分帰

館被致候、此段御在番所江御厨可被申上旨、摂政・ 三司官被申付候、以上、

湧川親雲上

九月十五日

豊主/御物城

[A-34] 

本文里主小禄親雲上ヲ以申上候事、

両勅使弁之獄見物之儀、雨天ニ付被召延置候慮、明十六日被差越候旨申来候問、

先達而及御届候通、譜久山親方・輿那城王子宅江招請仕答御座候、此段御在

湧川親雲上

番所江可被申上候、以上、

九月十五日

里主/御物城

[A-35) 

本文右同断、

昨日八過時分、両勅使弁之獄為見物被差鑓候付、譜久山親方宅江申入料理馳走

相済弁之縁見物者雨天ニ付被取止、輿那城王子宅江申入料理馳走、躍等見物

被致{長、税所より王子・三司官其外役々出合取持仕、夜入五過時分被罷帰候、

此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・ 三司官被申付候、以上、

湧川親雲上

九月十七日

里主/御物城

[A-36・1]

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次御在番所江御届申上候事、

昨日為重陽宴、両勅使招請、間龍舟漕、蹟等見物饗I!!努先例之通相済入相時分

被致帰館候、此段御届可申上旨、摂政・三司官申付候、以上、

湧川親雲上

九月十九日 湧川親雲上

[A-36-2] 

明後廿一目、同勅使為餓別先例之通招請被致筈御座候、此段各ニ而御届可被申

上旨、摂政・ 三司官級'申付候、以上、
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九月十九日

里主/御物城

[A-37] 

本文里主小禄親雲上ヲ以御届申上候事、

来廿四日勅使為暇乞減元江被差出、同廿八日勅使旅館江園王被差越暇乞被申入

答御座候、此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

湧川親雲上

九月廿一日

里主/御物城

[A-38] 

本文御物城{中本親雲上ヲ以御届申上候事、

昨日両勅使為餓別招請先例之通料理馳走躍等見物有之、六過時分被致帰館候、

此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・ 三司官被申付候、以上、

湧川親雲上

九月廿二日

里主/御物城

[A-39] 

本文右同断

昨日両勅使為暇乞八過時分城元江被寵出候付、先例之通料理馳走鼠等見物被致、

帰館之瑚真和志殿江申入、讃盆差出送酌被致入相時分被罷帰候、此段御在番

湧川親雲上

所江御届可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

九月廿五日

里主/御物城

【A-40]

本文右同断、

昨日闇王為暇乞勅使旅館江被罷出躍為仕料理馳走等先例之通相済夜五過時分被

能帰候、此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

湧川親雲上

九月廿九日

里主/御物城

【A-411

本文之通鎖之側湧川親雲上ヲ以附役市来善兵衛殿取次申上候事、

二号船々方共、船功之者居少、冬向沿海之灘乗渡方自公方手弱有之候而者別而無

心元候問、嘗地船方先例乗付候五人之外、今五人相重都合拾人乗セ付候様、

都司申出有之、無自余儀訳合ニ而、弥其通差渡申筈御~候、此段可申上旨、摂

政・三司官申付候、以上、

湧川親雲上

十月十一日

[A-42・11

本文里主小禄親雲上ヲ以御届申上候事、

湧川親雲上

a
a
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昨日両勅使J鳥波崎山屋敷、識名屋敷見物被致候段、久米村惣役より申越有之、

八過時分崎山屋敷江被罷登、夫より識名屋敷江被差越遊覧被致候、右付摂

政・三司官、其外役々致同伴於崎山屋敷茶菓子、識名屋敷ニ而茶菓子、吸物

三致馳走、六過時分帰館被致候、此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・三

司官被申付候、以上、

十月十六日

里主/御物城

(A-42・2J

小唐自公之儀出帆遅成候而者、進貢使上京及遅延、元旦朝見之動間ニ逢不申候付、

順風次第冠船井謝恩使乗車公より先出帆仕度旨、両勅使相伺、其通相済最早順

風相成候付、明朝出帆可致段、役者船頭申出候問、右之趣各ニ而御在番所江

湧川親雲上

可被申上候、以上、

十月十七日

里主/御物城

(A-43J 

本文里主小禄親雲上ヲ以御届申上候事、

来廿四日勅使乗船付、園王那覇於迎恩亭節(前ヵ)被相送、且又勅使付而、皇

帝安否被相伺筈御座候、此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・三司官被申

湧川親雲上

付候、以上、

十月廿日

里主/御物城

[A-44J 

本文御物城{中本親雲上ヲ以御届申上候事、

今日勅使乗船付、園王那覇於迎恩亭節(前ヵ)被相送、且又勅使付而、皇帝安

否被相伺候段申上置候慮、園王不快付而日柄被相延候、此段御在番所江御届

湧川親雲上

可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

十月廿四日

里主/御物城

[A-45J 

本文右同断、

兵役鄭日陸ト申唐人病気相煩此程養生仕候得共不相叶一昨夜相果申候、葬方之

儀者若狭町松原江土葬申付答御座候、此段御在番所江御届可被申上旨、摂

湧川親雲上

政・ 三司官被申付候、以上、

十月廿五日

里主/御物減

湧川貌雲上
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[A-46] 

本文右同断、

勅使乗船之儀、園王不快付、日柄被召延置候慮、最早快ク相成候付、久米村惣

役ヲ以日柄被相伺候慮、今日乗船被致候段被申聞候、此段御在番所江御届可

被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

十月廿六日

里主/御物城

[A-47] 

本文旦主小禄親雲上ヲ以申上候事、

湧川親雲上

没客亡林子香死骸、唐江被持帰由ニ而、今日二号船江被乗付候由、杷門官申出

候段、惣役・長史申出候問、此段御在番所江可被申出候、以上、

十月廿六日

里主/御物城

【A-48]

本文右同断、

湧川親雲上

昨日両勅使被致乗船候付、兼而及御届候通、園王那覇江被差越於迎恩亭節(前

ヵ)被相送、皇帝安否被相何種式首尾能相済七時分被致乗船候、此段御在番所

江御届可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

十月廿七日

盟主/御物城

[A-49] 

本文右同断、

湧川親雲上

冠船両般井謝J恩使乗船只今致出帆候段、船頭共申出候問、此段御在番所江可被

申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

十一月四日

里主/御物城

[A-50] 

本文御物城仲本親雲上ヲ以申上候事、

湧川親雲上

冠船両般井謝恩使乗船致出帆候由、船頭共申出候段、先刻申上置候通ニ而、謝

恩使乗船者先達而出帆、冠貴金両鰻茂追付致出帆候慮、貴公達者ニ無之川口浅之

所江風波ニ被寄付候間追而挽舟ヲ以湊内江挽入可申候、先此段可被申上旨、

摂政・三司官被申付候、以上、

十一月四日

里主/御物城

- 76 -
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[A-51] 

本文里主小禄親雲上ヲ以申上候事、

昨日冠貴公両般出帆之靭川口浅之所江風波ニ被寄付候慮、挽舟ヲ以今朝湊内江挽

入置申候、尤両般共痛所者無之由船頭申出候得共荷繰等為致損所有之候ハ¥

重而可申上候、此段御在番所江可被申上旨、摂政・三司官被申付候、以上、

十一月五日

里主/御物城

[A-52] 

本文御物城仲本親雲上ヲ以申上候事、

冠骨公両般去四日出帆之朔川口浅之所江風波ニ被寄附候時、痛所等可有之哉、委

見分サセ候慮、頭号船橋、二号自公組表包板少々相損候付、早速修補申付着を早

順風次第出帆仕筈御座候、此段御在番所江可被申上旨、摂政・三司官彼申付

湧川親雲上

候、以上、

十一月九日

里主/御物城

[A-53] 

本文之通日帳主取奥那原里之子親雲上ヲ以附役渋谷休兵衛殿取次御在番所江御届

申上候事、

頭号骨世々頭西銘筑登之親雲上事、唐船頭ト不平日;有之、召替候様勅使より沙汰有

之、船功之者見合、大嶺筑登之親雲上ト申者乗替差渡申候、此段御届可申旨、

摂政・三司官申付候、以上、

附、乗替候者例之通誓調申付筈候慮、急ニ相成候故、仮里主・大和横目出張

御僚書之趣相守候様、堅申付置申候、

湧川親雲上

十一月十日 奥那原里之子親雲上

[A-54] 

本文里主小禄続雲上を以申上候事、

冠船両般只今致出帆候問、此段御在番所江可被申上旨、摂政・三司官被申付候、

以上、

十一月十日

里主/御物城

[A-55] 

本文右同断、

冠貴公両般、昨日那覇川出帆、七時分慶良間嶋阿波連崎三里程沖致通費公候段、飛

舟ヲ以申来候問、此段御在番所江御届可被申上旨、摂政・三司官被申付候、

湧川親雲上

円ロ十月

上

十
以

湧川親雲上
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里主/御物城

右/冠船付日帳萱冊

冠船付日帳

東京市溢谷匝重量分 公爵 島津忠承氏所蔵

昭和十年十一月鹿児島ニテ窮了

(表紙略す)

琉球冠船記録慶属医二年 七

冠船付締方申渡候書付潟

(B.l) 

一、来年冠船御渡来之節、依風並其元潮懸被成儀茂難計候問、兼而挽舟等用意仕

置瀬署善之儀茂有之候ハ¥、早速役々乗付漕出冠船江乗付居候久米村人申談御

乗船可挽入候、尤天気悪敷風波荒立候様子ニ茂候ノ、¥、綱錠等取寄堅固繋留

少茂念遺不及様出精可相働候、若大形之儀共於有之ハ各ニ茂鎗度可相成候条、

聯無手抜様可被取計候、

一、冠自公潮懸被成候ハ¥、早速飛船ヲ以可被申結候、尤依風並中途相滞候儀茂難

計候問、其節之日和吟味之上、一両日以後為念、又々飛鮫可被差遣候、

一、右之節下程之品々久米村人申絞可差上候、尤御滞量公中毎日野菜肴水薪木等茂

御不自由無之様久米村人申談可差上候、

一、冠自公御滞在中地下人男女共、タウ人江不立交様堅締方可被申渡候、

一、屋マト年号・ヤマト人之名・ヤマト書物・口(器ヵ)物、其外ニ茂タウ人見

候而障罷成候物ハ、兼市致見分可被隠匿候、

一、宮寺額鎗馬等惣而差隊候品右同断、

一、屋マト船滞船中冠船潮懸有之、右自公被相尋候儀茂候ノ、¥、宝嶋自公ニホン江為

商貨短波{長期、逢難風漂着仕候由可申達候、尤右船中之者共、嶋中之者共江

品物致交易心安取合有之候緋相見得候而ハ、タウ人相疑可申候問、右鉢之儀

共無之様堅締方可被申付候、

右之通得其意、柳無緩疎諸事入念可被相勤候、依御差圃此段申越候、以上

丑七月十八日

宮古嶋/在番頭

八重山嶋/在番頭

(B.2) 

冨川親雲上/古堅親雲上

安室親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

一、来年冠自公御渡来之刻其地通費位、又ハ潮懸被成儀茂候ハ¥、テウシ火四ツ御乗

船江可相立旨冠量公江乗付居候久米村人江申渡置候問、右立火相見得候ハ¥、
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則請火四ツ可相立候、左候而早速飛船/脚ヲ以可申越候、

但、

諸滞在番人江

一、飛脚之儀為念同様可差立候、

諸隊在番人江

一、飛船之儀、風並ニヨ里中途相神宮候儀茂可有之候問、其節之日和吟味之上、

両日以後為念、又々飛自公可差遣候、

一、御帰帆之節茂潮懸出帆、又ハ通船之段飛貴公ヲ以可申越候、是又為念差遣候儀

右同断、

一、帰唐船之儀、冠船一同唐致出帆候ハ¥、洋中ニ而乗別候共、右同断テウシ火

四ツ相立、類自公之段相通候様渡唐役者江被仰渡置候問、其通相心得、前条同

断四ツ可相立候、尤類船ニ而無之候ハ、、萱ツ可相立旨被仰渡置候問、右同

断萱ツ可相立候、

一、冠船御往還共風並次第、其地潮懸被成儀茂英量計候問、挽舟等兼而致用意置、

潮懸有之候ハ¥、在番人・勤番人早速漕出、冠船江乗付居候久米村人申談可

挽入候、尤天気悪敷風並荒立候様子ニ茂候ノ、、、繋留方等別而不入念候而不

叶事候閥、兼而致手省置、自然之時無手支出精相働、柳不及念遣様可取計候、

若大形之儀共於有之ハ舵可及御沙汰候条、サハクリ以下挽舟之船頭共江竪可

申渡置候、

一、右之飾冠船ニ乗付居候久米村人弁王努大夫江得差圃下程之品々在番人ヨ里進

上之筋ヲ以可差上候尤御滞在中毎日野菜肴水薪木等右同断得差国可差上候、

一、冠松御滞在中地下人男女共タウ人江不立交織堅締方可申渡置候、

一、屋マト年号・ヤマト人之名・ヤマト書物・器物、其外ニ茂タウ人見候而障罷

成候物ハ、兼而致見分可取隠置候、

一、宮寺額鎗馬等惣而差陣候品右同断、

一、屡マト船繋置候湊江冠船御着船、右直公被相尋候ノ、、、宝嶋船ニホン江為腐寅

健渡候朔、逢難風漂着仕候由可申達候、尤御園人致取合候鉢相見得候而ハタ

ウ人相疑可申候閥、堅致隠密候様可申付候、

但、冠船御着場江ヤマト自公漂着有之節茂右同断可相心得候、

一、冠船夜中乗参候儀茂可有之候問、島見分ヶ之為せ種之節入三日後ヨ里冠自公御

入津迄場所見合算火可焼候、

一、冠船御往還共走前見合、干瀬先ニ篤火可焼候、右之趣具ニ得其意柳無緩疎諸

事入念可相動候、此旨御差圃ニ而候、以上、

丑七月十八日 冨川親雲上/古堅親雲上

安室親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

久米島/在番勤番
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伊江島/在番下 知役検者勤番

伊平屋島/在番下知役検者勤番

慶良間島/在番下知役勤番

粟 園島/在番下知役検者

渡名喜島/夜番下知役

国頭間切/在番下知役検者

今帰仁間切/在番下知役検者

久志間切/在番下知役検者

本部間切/在番下知役検者

勝連間切/在番下知役検者

議谷山間切/在番下知役検者

奥那城間切/下知役検者

喜屋武間切/在番下知役検者

[B-3] 

一、冠船御滞在中、惣横目・按司・親方那覇江相詰高端気ヲ附、横目中江被申渡、

昼夜共走廻見分ザセ毎度首尾可被承届候、

一、冠弘、御入津荷物惣様不取卸内ハ御用聞方相合昼夜代合ヲ以貴公番可被申付候、

一、冠貴公御出自公前日之夜半時分、被目中井那覇・久米村位衆、タウ人宿嘗相合、

タウ人共宿々其外気ヲ附一々相改、タウ人不残乗ヲ(セヵ)付候様可被(致ヵ)

下知候、

但、那覇・久米村位衆江ノ、那覇役人ヨ皇申渡候様被仰付置候、

一、冠船御出費公被成候ハ¥、仮里主・惣役・長史相合、前条之人数手分ヲ以、猶

又タウ人共宿々跡方其外那覇・久米村屋敷ヲカミ山納殿桐明墓野原迄一々相

改、タウ人不相残不審成儀無之段其嘗日設文ヲ以首尾可被申出候、

右通、諸締方堅被申渡、高端入念可被相勤候、乍此上大形ニ相心得タウ人残居

候カ、又者締向不行届儀共於有之ハ御園土之御名折ハ勿論、御難題ニ茂成立

申事ニ而専各越度可相成候、此段可被申渡旨御差圃ニ而候、以上、

丑八月七日 冨川親雲上/古堅貌雲上

安室親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

惣横目

[B-4] 

御嘗城(閲ヵ)傾城之儀、異園人等ニ封シ不罷居段御達相成居候付、冠自公之節

傾城共タウ人附合為致候而ハ異人等江響合相成、又者冠Wt御滞留中異掴船来

着、御故障筋之儀共可致出来ト御念遣被思召、冠自公御滞留中、傾城共引梯被

仰付候慮、タウ人共ニハ異園ニ拘一旦引梯可相成ト紹心得、傾城居所可相尋

ト方々可致茂難計候付、小禄間切儀間・湖城、真和志間切奥儀・古波蔵・安
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里・牧志・天久・安謝、其外壷屋井近方之原屋者傾減拘主ヨ 里何間柄、何由

緒之所、間切役々井扱之向江申出之上無責日;在方召置、右外之田舎江ハ傾城共

手便次第{昔宿之相談有之候ノ、¥、無口能相違候犠可被申渡候、高一謂ヲ構{昔

宿相断候儀茂有之候而ハ傾城共致方無之必至ト可及迷惑候問、件之趣得ト泰

得其意候様諮問切江堅可被申渡候、此旨御差圃ニ而候、以上、

丑八月廿日

御物奉行

(B-5] 

冨川親雲上/古堅親雲上

安室親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

一、冠船御滞留中、傾城共引梯被仰付候付、小禄間切儀問・湖城、真和志間切奥

{義・古波蔵・安里・牧志・天久・安謝、其外壷屋・那覇近方之原屋杯江傾城

多人数相集候而ハ可差陣候問、右村々原屋等江致借住候者ハ各拘主ヨ里何間

柄、何由緒之所、間切役々井扱之向江申出之上召置、右外之田舎江ハ手便次

第借宿サセ候様ニトノ段ハ先達雨被仰渡霞通ニ而傾城之儀、呉国ニ拘リ-_e_

引沸可相成トタウ人共相心得、居所気ヲ付候茂難斗、傾城共移居候所ニ而酒

宴遊興等イタシ候而ハタウ人共疑相立至而御故障可成立、就而ハ酒宴遊興一

切差留、傾城共衣裳等俗妹二為致、猶又所中ヨ里茂厳重取締申渡、自然彼是

相背候ノ、¥、嘗人ハ勿論拘主弁其所之錠・頭々ニ茂自主其御取扱可被仰付候条、

右之趣具ニ申問、左候而拘主井健・頭々共仰渡通堅可相守段各間切、又者扱

之向江謹文差出サセ乍其上扱之向間切役々等ニ茂時々廻見締向厳重行届候様

可取計事、

一、傾城共遠所江引越、タウ人共尋参不申候ト存候共、其所ニ而酒宴遊興等有之

候而ハ費用ヶ問敷、省時柄不成合之段ハ勿論、所俗之乱ニ茂可成立候条、所

之旋・頭々ニ而舵取締申渡、間切役々等ニ茂不断廻見厳重致差引、若相背候

ハ\、嘗人ハ勿論傾城井拘主、其所之錠・頭々ニ茂御~目被仰付候事、

一、冠舵御渡来之上、タウ人等ヨ里傾城一件尋有之候ハ¥、御嘗地此以前異国紙

繁々来着夷人等逗留住家等作立永久之姿相見得候付、傾繊共驚怖方々江是正去、

且近年飢僅打繍諸民一統及難儀、傾城附合{長者茂無之、右者共素立方不健成、

主主j首分ハ不罷居段可相違、尤タウ人江返答振交々相成候而ハ不貫之形相祭可

差隊候問、右之趣意タウ人宿致出入候者ハ勿論、其外一統委存込、返答娠致

符合候様可相心得事、

右之通被仰付候閥、首里中・那覇中・諸問切・久米村中・泊中江可被申渡旨御

差圃ニ而候、以上、

丑十月口(三十)日 冨川親雲上/古堅親雲上

安室親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

御物奉行/平等之仮)1/里主
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御物城/惣役/長史/泊頭取

[B-6・1]

一、若狭町出口

一、泊高石工

一、安里紅

右、三ヶ所江冠船御入津之日ヨ里関番所相立、士成人宛、無系之位衆~人宛、

唐言葉存知之者原人宛勤番可被申付候、那覇内番所ハ四町、久米村島中人、

泊高 安里 両所ハ泊村江被仰付候問、人数之儀ハ惣役・長史・仮里主・泊

頭取江申達、人林相調候上可被申出候、尤関番人之動之ヶ条別紙ヲ以被仰渡

候問、竪可被申渡旨御差圃ニ而候、以上、

寅正月三日

惣横目

[B-6・2]

関番人動之条々

冨川親雲上/野村里之子親雲上

冨嶋親雲上/勝連親雲上/演比嘉続方

一、番人之儀、各ーヶ所ニ士武人、無系之位衆~人、唐言葉存知之者~人申付候

問、一昼一夜宛代合可相勤候、尤代合之毎朝惣綴目方江首尾申出可罷帰候、

一、勅使御方ヨ里先例之通、告示申請可相渡候問、日中建置、夜入又者雨天之節

ハ可取入候、尤夜中ニ而茂タウ人俳佃候ハ¥可建置候、

一、タウ人告示之旨趣不致承引他所江寵通候ノ、、、早速久米村人罷出差留候様申

渡置候問、右之節ハ関番人共把門官江差越、彼所江詰居候久米村人召寄候而

可差留候、

一、タウ人関所ヲ越、城間遁江罷通候様子見及候ハ¥、早速泊高紅・安里紅両所

番人之内、騎馬エ而城間村江差越、右之段皇主取次可申上候、

一、右付、馬萱疋馬具共御用聞方ヨ里毎日可苦手置候問、泊村之内最寄能所江立置、

自然之時遅引有之関敷候、

一、宕付論祭井勅使御登城毎、泊高 関番所江久米村人両人可為相詰候、

一、往来人之儀、番人江引合、律儀ニ可罷通旨申渡置候、

一、ヤマト自公選天津江致来着候段、タウ人相知候而者差障候故致隠密候様申渡置

候、

一、ヤマト人那覇江差通関敷候、

一、関番所江女・童子共立寄致雑談候儀禁止候、

一、冠自公御滞在中、唐物致商売候儀御禁止候問、右鉢之者有之候ハ¥可差留候、

尤首里・那覇市往還之商人ハ勿論、下々之者、又ハ閏舎之者共持通候荷物細

密相改於無別条ハ可差通候、

一、和書物之内、御営地ヨ里ニホン通融相記置候類、タウ人江見セ候儀御禁止候
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問、右株之書物持通候者於有之ハ可差留候、

一、御園元之衆江取合之書状井上園人日記書付類、上国之事相記候諸人系圃右同

断、

一、於那覇・久米村、京銭・琉斗舛相用候儀御禁止候、密々道路待行候者茂有之

候而ハ差障候問、前条同断細密相改、違背之者ハ早速可申出候、

一、京銭・琉斗舛之儀、首里・泊・諸在郷ニ而ハ密々致通用候儀御免候問、道路

持行候節ハタウ人江不相見得様可致旨申渡置候、且又タウ人首里江罷登候節

ハ一向禁止候問、堅可相改候、

但、那覇・久米村之内ヨ里持行候儀、堅無用可申付候、

一、馬之尾刺致商寅候儀従前々御禁止候問、右同断可相改候、

一、武具タウ人江費渡候儀ハ勿論見セ候茂堅禁止申渡置候問、気ヲ附相改、道路

持行候者有之候ノ、¥差留可申出候、

一、毒薬買取候儀、従跡々御大禁之事候、柳違背有閑敷旨申渡置候、於関番所茂

堅相改、若右排之品持通者於有之ハ差留可申出候、

一、冠船御滞在中御園元ヨ皇帰帆之船々那覇江乗参候而ハ可差隊候付、直ニ運天

江乗入、右船々江乗合候者共那覇居住之方ハ船元江留置荷物茂宿元江不差越

様申渡置候得共、声高一自身荷物等密々差越候儀茂可有之哉、能々気ヲ附健在

不審之者ハ早速相赤L可申出候、

右者御難題相係儀候故、昼夜共不入念候而不叶儀候閥、柳無緩疎相動候様堅固

可被申付候、若致大形故障之儀共到来候ハ¥、関番之者共ハ勿論首j各茂可為

越度候条、此旨可被得其意者也、

寅正月三日

惣績目

[B-7] 

評定所

一、勅使御乗船以後タウ人共陸下ニ而方々致俳御自然密々隠居候而ハ御難題相成

甚不可然儀候、然共致陸下候儀押而差留候様ニハ健成問敷事候間垣花地江小

禄間切位衆拾人勤番被仰付候条、昼夜不明機相諾居、自然タウ人致陸下候ハ

¥参先井船江罷帰候迄儲ニ見届那覇諾之御物奉行江則々首尾申出密々陸江不

隠居様高事気ヲ附可致勤番旨可被申渡候、

一、御出船被成候ハ¥、小禄間切・真和志間切両惣地頭弁儀間・湖城JII;:ヶ村地

頭・大サハクリ相合村々屋敷内ノ、不及申、近遁之ヲカミ山洞明墓等一々相改、

タウ人一人茂不残居、尤不審成儀茂無之段、誼文ヲ以御出自公之日首尾可被申

出候、若致大形タウ人隠居候儀共有之候而ハ甚如何之儀候条、能々入念相勤

候機可被申渡候、

右通各両惣地頭弁地頭江可被申渡旨御差圃ニ而候、以上、

寅正月三日 冨川親雲上/野村里之子親雲上
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御物奉行

(B-8) 

冨嶋親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

一、勅使御乗船以後タウ人共陸下ニ而方々致俳鋼、自然密々隠居候而ハ御難題ニ

茂相成事ニ而御乗船之日ヨ里通堂崎・硫黄崎江那覇四町位衆四人宛昼夜勤番

被仰付候条、先例之通可被申渡候、尤タウ人陸下差留候様ニハ能成問敷候問、

其節ハ参先井自公江罷帰候迄ニ見属、那覇詰之御物奉行江則々首尾申入密々不

隠居様高事気ヲ附可致勤番旨被申渡候、

一、那覇四町ヨ里位衆四人宛・久米村位衆八人兼而賦付置、冠自公御出自公前日夜半

時分、横目井タウ人宿賞、右位衆相合タウ人宿、其外気ヲ附一々相改、タウ

人不残乗セ付候様下知可被致候、

但、横目中江ハ惣横目ヨ里申渡候様被仰付置候、

一、冠貴公御出船被成候ハ、、惣横目・仮里主・惣役・長史相合前条之人数手分ニ

而猶又タウ人宿、其外那覇・久米村屋敷、ヲカミ山・納殿・桐明墓・野原迄

一々気ヲ附相改、タウ人不残居、不審成儀茂無之段其嘗日謹文ヲ以首尾可被

申出候、

右通支配之面々江堅申渡、入念可被相勤候、乍此上大形之儀於有之ハ専各可為

越度候、此段可申渡旨御差闘ニ市候、以上、

寅正月三日 冨川親雲上/野村里之子親雲上

冨嶋親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

仮里主

(B-9) 

勅使御乗車公以後タウ人共陸下ニ而方々致俳綱、自然密々隠居候而ハ御難題之儀

候、然共陸下之儀、押而差留候様ニハ髄成問敷候故、御乗船之日ヨ皇通堂

崎・硫黄崎江那覇四町位衆四人宛、垣花地江小禄間切位衆拾人昼夜勤番申付、

タウ人致陸下候節ハ参先、又ハ自公江罷帰候迄茂髄ニ見届、那覇詰之御物奉行

江則々首尾申出、密々陸江不隠居様、商事気ヲ附為致勤番候様仮里主・小禄

間切両惣地頭江申渡置候問、横目中江茂気ヲ附走廻不審成儀無之様時々差引

可被致旨御差届ニ而候、以上、

寅正月三日

惣横目

(B-lO) 

冨川親雲上/野村里之子親雲上

冨嶋親雲上/勝連親雲上/演比嘉親方

頭取/山里親雲上

加勢頭取/古謝筑主主之親雲上

右、冠船御入津以後、道之嶋船泊江致着候ハ¥、則々乗付、屋マト年号・ヤマ
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ト人之名字、其外タウ人見候而差障候品ハ一々相札取隠候様可被申付候、尤

荷物之儀ハヤマト横目差越可相改候問其通可相心得候、此旨右之向々江堅可

被申渡旨御差圃ニ而候、以上、

寅二月八日 冨川親雲上/冨嶋親雲上

勝連親雲上/演比嘉親方

泊地頭

[B-ll-1] 

冠船渡来付締方申渡候覚

一、嘗地之儀カコシマ御手内ニ罷成候段タウ人江噺申間敷候、附、御奉行城間J工

被成御座候様子、惣而ニホンニ掛候取沙汰仕間敷事、

一、クハン松滞在中、首里・泊・那覇近漫之間切江御高札懸候儀禁止之事、

一、ヤマト年号、ニホン衆之氏名、屋マト書物・器物等至リ惣而タウ人可見答物、

深可取隠置事、

附、堂宮井厨子之内其外所々野原遁ニ而タウ人見嘗障可罷成物ハ検使ヲ以

可取除事、

一、武具之類他園商責前々ヨ里御禁止被仰付置候通、柳無疎意可相守事、

一、タウ人毒薬持渡儀茂可有之候閑買取間敷候、尤毒薬ト見及候ノ、¥早速可申出

事、

一、タウ人之内、自然鬼利死丹宗門之者可有之儀茂難計候付、右宗旨之者持道具

弁書物之名、別紙書記渡置候問、タウ人宿江致出入候者共能々気ヲ附致見分

不審成儀於有之ハ早速可申出事、

一、冠自公方江不携面々タウ人宿狼致出入候儀堅禁止之事、

一、タウ物之儀、評償奉行取締ヲ以商寅可申付候間少之物ニ而茂致抜買閑敷事、

一、タウ人ヨ里水夫共江何ヵ品物相輿候共舵可相断、乍其上押而相輿候儀茂候ハ

¥、早速評債方江可申出、左候ハ¥品物ハ取揚相常之代銀可被成下事、

一、於那覇・久米村京銭致取遺候儀、一向令禁止候、首里・泊・諸在郷江ハ密々

通用可致候、尤京銭持行候節、タウ人目ニ不懸様能々覚悟可有之候、何方ニ

而茂タウ人差越候節ハ一向致取遣問敷事、

一、屋マト琉球土産軽品トテ茂タウ人江賓渡問敷事、

一、タウ人宿江女人致出入間敷候、尤横目井タウ人宿主共致見分、違背之者有之

候ハ¥早速致披露候様可申付事、

一、那覇・久米村之女致夜行候儀、一切禁止ニ候、首里・泊・田舎之者、那覇・

久米村江差越候節ハ昼内ニ可罷帰事、

一、タウ人江柳爾成儀少茂仕問敷候、尤懇切振ニ不入事共申網開敷事、

一、関番所罷通候節ハ番人江償ニ致引合律儀ニ可罷通事、

右之{燦々堅固可相守候、就中屋マト通融之取沙汰、又ハ鬼利死丹、毒薬、武具

F
h
d
 

o
A
V
 



街賓等之儀者別而御大禁之事ニ而従跡々段々被仰渡置趣茂有之候問、柳以疎

意仕問敷候、若違背之族有之、横目方ヨ里及披露候ハ¥蛍人ハ不及申親兄弟

井輿中迄茂重科可申付候条、此旨圏中堅可申渡者也、

寅二月廿六日 評定所

冠船方主取

右通被仰渡候問、首里中・久米村中・那覇中・泊中・諸問切・諸島江不渡可被

申渡候、以上、

寅二月廿六日 富川親雲上/野村里之子親雲上

御物奉行/平等之側/惣役

長史/仮里主/泊頭取

[8-11-2] 

鬼利支丹持候道具

一、本尊之数々

一、男ノハタモノニヵ、リタル事モ有之、

冨嶋親雲上/湧川親雲上/漬比嘉親方

一、女人観音ノ面形之様ニ白キ茶碗モノニテ作リタルモ有、

一、女人ノ 子ヲイタキタ/レ給ニモ茶碗物ニモ有之、

一、女人ノ犬ノ子ヲイタキタルモアリ

一、女人ノ月ヲフミテ立タル所之給モ有之、

一、伴天連人ヨ里被切所モ有之、

一、同人ヨリ頭クヒナトハサマノレ、所モ有、

一、手ヲシハラレタル所モ有之、

一、女人ノタハコノキセルノ様成モノ持タルモアリ、

一、女人ノ子ヲウミタル所モ有之、

一、クリ木ノ物ト名付人ノサレツフロヲ本尊ニモスルナリ、

一 十ワ此ホネニテモ木ニテモ作リテ持ナリ、

ー ハタモノ、肇ノ木ニテ引タル珠数モ有之、

一、牽部金ノコトクカネニテ本噂ヲイツケ守ニモキンチヤクナトニテ入恒也、

一、人ノホネ

一、ホネヲ以ホウサウ印健ナトノ緒シメヲシハサ見ナトニモ作ル也、

一、右之緒シメ押ノ、サミニシツホウニテイカケタノレモアリ、

一、同蒔槍ナトシタノレモアリ、

一、ホネニテ珠数ヲ引テ持也、タツマ数トリニモスル、

一受如 此キ ヌニテヒラロクリテ吋灰ナト入置 也

→、人ノハ
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一、同身カツホノフシノヤウ成物ヲ守リニカクルナリ、

一、焼灰同炭、

一、同髭ノ毛、

一、血ノ付タル衣裳ノキレ小石ナトモ持也、

一、ハタ物牽ノ木切ヲ持也、

一、弓ツルホトノヨマヲムスヒ合テサキニ銭ノカキヲ付テ持也、カキノ不付モ

アリ、

一、シュロ縄ヲ二筋、 三スチスロヘテフシヲ絵多ムスヒテ持也、

一、サスマタノヤウニチウシヤクニテ作リ木ノ柄ヲスケ長サー尺五寸程ノ物ヲ

持也、

一、南轡字ノ書モアリニホン字ニテキリシタンノ事書タル書物モ有之、

一、本尊ヲ入物之二重ソコ、二重フタナトシテ入賞事モアリ、

一、衣裳ノ中ニモ入置也、

[B-11-3] 

御禁書之覚

一、天撃初画 一、計開 一、嶋崎人

一、十慰 一、西拳凡 一、交友論

一、緋李遺朋 一、七克 一、幾河厚本

一、弥撒祭義 一、天文客 一、参西水法

一、代疑篇 一、表度説 一、三山論李記

一、教要解客 一、唐景教碑附一、聖記百言

一、天主賓義 一、同繍篇 一、二十五言

ー、職方外記 一、霊言愈勺 一、説義

一、圏客較義 一、海室長通憲記 一、勺股門義

一、明量法義 一、高物直厚 一、簡平儀記

一、修罪正記 一、霊文算指共三十二種

一、口(ウ冠+衆)有詮 丑年十五番船来

一、福建通志 一、景物客亥年十六番船来

八月晦日

[B-12] 

道之嶋人江仮里主・ヤマト横目ニ而申渡候条々

一、冠紙滞在中、道之嶋骨公那覇致着自公候ノ、¥、ヤマト年号・ニホン衆之氏名・ヤ

マト書物、其外都而タウ人見候而差障候品ハ、仮里主・ヤマト横目見シラ部

取隠サセ可申候、

但、泊津口江道之嶋船致着候ハ¥、頭取ニ而右品々取隠サセ可申候、

一、大嶋・喜界嶋・徳之嶋・沖永良部嶋・輿論嶋ハ皆嘗地属島之由可申{長、
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一、屋マト人取沙汰者勿論ヤマト江相懸候儀一向致物語間敷候、

一、屋マト江御米井砂糖仕上ヲ仕候儀右同断、

一、ヤマ ト寄・ヤマト言葉仕問敷候、若タウ人共ヤマ ト言葉ニ而何カ申聞候ノ、、、

不通株可仕候、

一、ヤマトメキ候風俗無之様可相噌候、

一、ヤマト人之総・ヤマト道具差障候品タウ人江見セ問敷候、

一、 書状書付之類右同断、

一、道之嶋船々所持道具之儀、先例之通ヤマト償目可相改候、

一、斗舛京銭タウ人江見セ候儀ハ勿論、日尊迄茂仕問敷候、

寅正月十三日

右之通御在番所及御相談相済候間右ヶ条之通可被申付旨御差回ニ而候、以上、

附、冠船御滞在中道之島船那覇着船之節、自公改方ヤマト横目江被仰付候問、

是又可被申渡候、

寅二月廿六日 冨川親雲上/野村里之子親雲上

冨嶋親雲上/湧川親雲上/演比嘉親方

仮里主

u冠船付拝領物弁献上物帳」略す)

右/冠船付締方申渡候番付潟 萱冊/冠船付拝領物弁献上物帳 萱冊

冠骨公付臼帳

東京市溢谷区豊分 公爵島津忠、承氏所蔵

昭和十年十一月鹿児島ニテ寓了

(あそう・しんいち 琉球大学大学院博士後期課程 2年)

I参考文献及び史料】

陳大端著・真栄平房昭訳「清代における琉球国王の冊封JW九州大学文学

部九州文化史研究所紀要~ 33号、 19880

豊見山和行「冊封の儀相JW新琉球史~ (上)、琉球新報社、 19890

豊見山和行「冠舵貿易からみた琉球王国末期の対清外交JW硫球大学法文

学部紀要 日本東洋史論集』第 6号、 2000。

西塁審行「威豊・同治期(幕末維新期)の中琉日関係再考一尚泰冊封問題

とその周辺 J W東洋史研究』第 64巻第 4号、 20060

那覇市立博物館『国宝『琉球国王尚家関係資料』のすべて 尚家資料/

目録・解説』沖縄タイムス社、 2006。

五味克夫「玉里文庫目録未裁番外史料についてJr鹿大史学』第 20号、

19720 

- 88 -



東京国立博物館編『東京国立博物館図版目録 琉球資料篇』、東京国立

博物館編、 2002。

島袋全発 f冠船前の那覇j 、 『那覇変遷記』沖縄タイムス社、 1978 (初

出は 1930年)。

上原兼善「中国に対する琉日関係の隠蔽政策と『道之島~J 、菊池勇夫・

真栄平房昭編『列島史の南と北』、吉川弘文館、 20060

- 89 -


