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［調査報告］ 

ドイツ商船 R. J.ロベルトソン号漂着事件における「博愛美談」再発見 

―宮古島・日本・ドイツ― 

 

琉球大学西洋近現代史ゼミ１ 著 

池 上 大 祐  解題 

 

The Commemoration of the “Philanthropism” concerning the stranded 
merchant ship of Germany “Robertson”: the relation between 

Miyakojima, Japan and Germany 
 

Written by the Seminar of Western Modern History, University of the Ryukyus 

Daisuke IKEGAMI: bibliographical introduction 
 

要約 

1873 年に宮古島沖で座礁したドイツ商船ロベルトソン号の船員を宮古島民が救助した事実を

めぐって、ドイツ皇帝による博愛記念碑の贈呈、1930 年代の博愛記念碑贈呈 60 周年記念事業、

修身教科書への収録、1980 年代からのドイツ文化村構想という一連の動きがみられたこと、そし

てそのなかで「博愛美談」が、各時代的文脈（戦意高揚を目的としたナショナリズムの喚起、戦

間期の日独接近、戦後の自治体レベルの地域活性化）のなかで顕彰されてきたことを明らかにし

た。 

 

キーワード：ロベルトソン号 宮古島 博愛美談 日独防共協定 ドイツ文化村  

 

【解題】 

本稿は、琉球大学西洋近現代史研究室（池上大祐担当）に所属するゼミ生を主体とした、「沖縄

のなかの世界史発掘プロジェクト」と銘打つ 2016 年度の共同研究の成果である。本プロジェク

トは、自らの生活する足元（＝地域）の歴史が世界史の動向のなかでどのように位置づけること

ができるのかを調査・研究することを主眼とし、以下の５つの点を念頭におきながら、年度ごと

にひとつのテーマを定めて実施している。 

 

 
                                                  
１ 2016 年度のゼミメンバーは以下とおり（学年は論文執筆時）。上良ひなの［３年生］、兼城泰［３年生］、

久場あかり［３年生］、高山大作［３年生］、堤諒［4 年生］、知念佳奈子［３年生］、仲里沙也加［４年生］。 
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（１） ゼミ生たちが自らテーマを選ぶ。 

（２） 必ず、現地フィールドワークを行う。 

（３） ゼミ生自らが役割分担を決めて、作業を共有しつつ協同して進める。 

（４） 日本語文献を中心とする。 

（５） 沖縄県外の学生や研究者の前で研究成果を報告する。 

2016 年度の共同研究の具体的な進め方は以下のとおりである。 

  ・2016 年 6 月：琉球大学図書館での文献調査、基本的な事項の年表作成 

  ・2016 年 7 月：主要先行研究の要約・理解、宮古島訪問先の選定 

  ・2016 年 8 月：9 月の宮古島研修に向けて、それぞれ担当分の資料や論文の要約を作成 

  ・2016 年 9 月：宮古島研修（2 泊 3 日） 

    ＊博愛美談に関する石碑（６つ）を巡検（下記地図 E のみ時間の関係で訪問できず） 

    ＊宮古島総合博物館の会議室にて、それぞれ作成してきたレジュメを披露しあい、共同

議論を進めながら、研究論文の章構成のラフスケッチを作成 

    ＊うえのドイツ文化村の博愛記念館を訪問・巡検 

  ・2016 年 10 月～2017 年 3 月：調査結果をもとに本格的に論文執筆を開始 

    ＊11 月：九州西洋史学会若手部会２研究報告会で、研究報告 

    ＊12 月：グローバル・ヒストリー関連の文献、論文をゼミで輪読 

    ＊2017 年 2 月：琉球大学西洋史研究報告会３にて研究報告 

    ＊2017 年 3 月：論文完成、提出 

＊対応してくださった宮古島総合博物館およびうえのドイツ文化村の職員の方々に改めて御礼申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
２ 九州圏内で西洋史を志す学生同士の研究交流を促進させる目的で 2012 年に発足した、九州西洋史学会の

下位組織。2018 年 11 月までに 17 回の企画を経ている。報告の機会をいただいた関係者の皆様に厚く御礼

申し上げます。 
３ 2016 年度から開始した、琉球大学の２つの西洋史研究室（中世史・近現代史）合同の研究報告会。卒業

論文報告（４年次）、卒論構想発表（３年次）、関心あるテーマ紹介（２年次）で構成されるほか、共同研究

の成果報告の場となっている。 
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はじめに 

 

1873 年（明治 6 年）、周囲をサンゴ礁の海に囲まれた亜熱帯の島―宮古島に、オーストラリア

を目指して中国を出航したドイツ商船 R.J.ロベルトソン号は、台風に遭遇した後、宮古島沖で座

礁した。ロベルトソン号の乗組員を宮古島の人々が救助したことがきっかけで、東アジアの小さ

な島の宮古島とドイツとの交流が始まる。他方、ロベルトソン号だけではなく、1797 年にはイギ

リス軍艦プロビデンス号が宮古島近海で座礁、また 1843 年にはイギリス海軍調査船サマラン号

が八重山に寄港するなど、ドイツだけではなく他の国の異国船も来島していたという事実がある。 

特にロベルトソン号事件に関しては、宮古島内の各地に様々な記念碑が建立され、2000 年には

「うえのドイツ文化村」に当時のドイツ首相シュレーダー(Gerhard Fritz Kurt Schröder)も訪れ

ている。このことから、前述の漂流事件と比べて、宮古島ではドイツ船の漂着と交流が「博愛美

談」として注目されている。では、どのようなプロセスを経て、人々に単なる「異国船の漂着事

件」として記憶されるだけではなく、「博愛」として美談化され後世に刻まれていったのだろうか。 

本報告では、宮古島とドイツの文化交流について考察していく中で、「博愛」として美談化が行

われた過程に注目し、沖縄のなかから世界史（グローバル・ヒストリー）を読み解くことを課題

とし、宮古島と世界との関わりについて考察を進めていきたいと考える４。考察にあたり、主に

『R.J.ロベルトソン号宮古島漂着記』５、『沖縄縣宮古島ニ於ケル独逸皇帝感謝記念碑 建立六十

周年記念式典概要』６や『平良市史』７、『上野村史』８などの宮古島内の自治体史を活用する。ま

た、2016 年 9 月 14 日から 16 日かけて宮古島において、うえのドイツ文化村、宮古島総合博物

館などを訪れ、記念碑の調査をする等のフィールドワークを行った。そこで得た成果からも、理

解を深めていきたい。 

 

 

Ⅰ．交易ネットワーク拠点としての琉球 

（１）近世の琉球  

 長い貝塚時代を経て、農耕社会へと変化していき、支配者と被支配者の階層分化が見られる社

会への変貌を遂げた。その後、1429 年に尚巴志が三山統一を成し遂げたことで、琉球王国が誕生

した。 

琉球王国が成立した後は中国と冊封関係を切り結び、朝鮮・日本・中国と東南アジアを結ぶ一

大交易ネットワークの拠点として発展を遂げるなか、1609 年の薩摩藩の侵攻を機に幕藩体制へと

組み込まれ、近世社会へと移行していく。行政単位としての宮古・八重山にも、琉球王府から地

                                                  
４ 水島司『グローバル・ヒストリー入門 （世界史リブレット）』山川出版社、2010 年。2～4 頁。 
５ エドゥアルド・ヘルンツハイム著、うえのドイツ文化村管理財団編『R.J.ロベルトソン号宮古島漂着記』

上野村役場、1997 年。 
６ 独逸皇帝感謝記念碑六十周年記念事業事務所『沖縄縣宮古島ニ於ケル独逸皇帝感謝記念碑建立六十周年

記念式典概要』独逸皇帝感謝記念碑六十周年記念事業事務所、1936 年。 
７ 平良市史編さん委員会編『平良市史 第一巻通史編Ⅱ 戦後編』平良市役所、1981 年、526～527 頁；

平良市史編さん委員会編『平良市史 第三巻資料編Ⅰ 前近代』平良市役所、1981 年、532～588 頁。 
８ 砂川功『上野村誌（村制 40 周年版）』上野村役場、1988 年；砂川功『上野村誌（村制 50 周年版）』上野

村役場、1998 年；芳山弘志『上野村誌（村制 30 周年版）』上野村役所、1978 年。 
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方を監督する一定の権限が与えられた蔵元が置かれ、先島（宮古・八重山）の行政が王府の路線

からはずれないように在番と在番筆者を派遣し、管理させた９。薩摩侵攻後の琉球は中国の冊封

体制と日本の幕藩体制の双方の体制下に置かれることで琉球王国の世相はさらに複雑なものへと

変化していき、薩摩藩の支配の下、幕府の鎖国令、キリシタン禁令も導入され、江戸への慶賀使・

謝恩使の派遣など、新たな時代への対応を余儀なくされた。それに伴い、琉球王府は、来琉する

異国船や異国人に対しての対応を迫られることとなる。 

 

（２）19 世紀欧米の琉球との邂逅およびドイツにおける植民地政策の概要 

植民地獲得競争が激化していくなか 19 世紀に入り、琉球近海にも欧米船が頻繁に姿を現すよう

になった。当時実質的に日本の薩摩藩の支配下にあった琉球は、日本のいわゆる「鎖国」１０政策

と中国との国交のはざまで大きく揺れ、その対応に追われるようになった。王国がそのような混

乱に見舞われるなか、様々な欧米の国々が琉球を訪れた。なかでもアメリカのペリー艦隊やイギ

リスのバジル・ホール一行が有名である。彼らの来琉については多くの文献資料が残され、琉球・

沖縄史における研究も盛んである１１。 

異国船の来琉目的に関して、従来の研究では 1870 年代以前の段階において、江戸期の日本にお

ける布教活動や通商を求める為の足掛かりとして琉球に来琉したのではないかとの追及がなされ

ていた。しかし現在、その説は覆され、交易や捕鯨の為の寄港地の獲得や交易ルートの拡大が主

な目的ではないかとの見解が主流となっている１２。 

一方、ドイツでは 19 世紀にプロイセンがドイツ連邦を統一してドイツ帝国が成立した。フラ

ンスやオーストリア＝ハンガリー帝国を超える大国となったドイツ帝国は、成立当初は国策とし

て積極的に植民地進出を行っていたわけではなかった。しかし、民間の商船などによる対外進出

については、むしろ積極的に支援を行った。1882 年ブレーメンの商人リュデリッツ(Franz Adolf 

Eduard Lüderitz)がアンゴラに港を開き、1884 年にはその一帯にドイツ初の植民地となるドイ

ツ領南アフリカを建設したが、この際にも政府からの支援があった。また、1884 年にドイツ植民

会社が東アフリカの沿岸地域において土着支配者との協定を結ぶと、翌年ビスマルク(Otto 

Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhusen)によって皇帝の保護状が発せられ、ドイツの

保護領化を強行した。これらのことから、ドイツにおける植民地進出は民間の企業によって現地

とのきっかけがつくられると、政府が関わっていくという一つのケースが存在することが分かる。

このケースは、次章で述べる宮古島でのドイツ商船漂着事件でも見られうるものである。 

 

                                                  
９ 八重山諸島などの離島の社会制度については、新城俊昭『教養講座 琉球・沖縄史』沖縄県教育委員会、

2014 年を参照。なお、「蔵元」「在藩筆者」の説明にいては、同上、149、156 頁を参照。 
１０ 「鎖国」概念をめぐる先行研究として、大島明秀『「鎖国」という言説；ケンペル著、志筑忠雄訳「鎖

国論」の受容史』ミネルヴァ書房、2009 年；上白石実『歴史文化ライブラリー312 幕末の海防戦略 異

国船を隔離せよ』吉川弘文館、2010 年；松尾晋一『江戸幕府と国防』講談社、2013 年がある。 
１１ 高良倉吉『ペリーと大琉球；琉球放送創立 40 周年記念出版』琉球放送、1997 年；山口栄鉄『グローバ

ル時代の琉球弧』欧文日本学協会、2000 年；山口栄鉄『英人バジル・ホールと大琉球：来琉 200 周年を

記念して』不二出版、2016 年；バジル・ホール著、須藤利一訳補『大琉球島探険航海記』野田書房、1940
年。   

１２ 上白石実、前掲書。松尾晋一、前掲書。山口栄鉄、前掲書。 
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Ⅱ．R.J.ロベルトソン号漂着事件 

（１）宮古島における漂着事例－プロビデンス号を中心に 

ロベルトソン号が漂着する約 100 年前の 1797 年、イギリス軍艦のプロビデンス号が宮古島で

座礁し、島民の救援を受けている。まずは前史として、この事例から宮古島島民の漂着船への対

応を見ていきたい。 

 プロビデンス号は、北太平洋探検の命を受けて 1795 年 2 月に出航し、大西洋から南米ホーン

岬を通過してカナダのバンクーバーに到達する。さらにハワイから、蝦夷地の絵鞆
え と も

（現在の室蘭）

への来港、その後千島列島からマカオへ向かい越冬する。そしてマカオから北上してくる途中、

石垣島で一晩を明かし、その翌日の 1796 年 5 月 17 日、宮古島の池間島北方・八重干瀬でプロビ

デンス号はサンゴ礁に激突し浸水、沈没してしまう。救命ボートに武器・弾薬と大工道具を積み

込み、船員たちは全員マカオで購入したスクーナー船（2 本以上のマストと縦帆帆装が特徴の帆

船）に脱出した。こうしてしばらく漂流していたところに、宮古の人たちは救いの手を差し伸べ

た。 

彼らは、船員たちが必要とする飲み水や食糧、薪等を、対価を要求するそぶりもなく提供し、

船員たちが井戸から水をくむときは快く手伝うなど、親切で友好的な態度を取り、また終始礼儀

正しかったことを船長は非常に評価している。一方で、船長が村の中の見物を希望すると、それ

に対して強く異議を唱えて中に入ることには断固として応じなかったことや、物資を届けること

に合わせて出航することを強く求めるなど、警戒の念を持っていた様子もうかがえる１３。 

 

（２）R.J.ロベルトソン号漂着事件の顛末 

エドゥアルド・ヘルンツハイム(Eduard Heimsheim)を船長とするドイツ商船 R.J.ロベルトソ

ン号は、1873 年 7 月 3 日に中国の福州で茶などの荷を積んで出航し、オーストラリアを目指し

た。当初の予定では南シナ海を抜ける航路となっていたが、出航翌日には風向きが何度か変わり、

台湾と宮古諸島を迂回するルートを取ることになる。穏やかな航海が続いていたが、7 月 8 日、

宮古島の南端が見えてきた昼頃から風が強くなり、夜には台風に見舞われる。事前に台風の前触

れを察知し、崖から距離を取るなどの対処を行っていたものの、強い風と波によって 3 本あった

マストの内の 2 本を失い、舵も取れなくなっていた。陸から離れないよう錨を下すことに成功し

たが、その間に 2 人が犠牲となった。 

7 月 12 日、船員たちは海岸線に人がいることを発見し、旗を振って救助を求めた。宮古島の人々

がそれを受けて救助に乗り出してからも海は荒れており、一度カヌー（クリ舟）を出すも引き返

してしまう。彼らは期待を裏切られてひどく気落ちするが、その日の晩、島民は海岸でかがり火

をたき、これを見た船員たちは救助が期待できたと解釈し、勇気がわいたという。翌日、荒波の

中を踏破した宮古島島民によって船員たちは救助され、けが人の治療や食事・住居の提供を受け

ながら 34 日間、宮古島に滞在し、その後は贈与された船で台湾へ向かった。 

一連の出来事は、自由ハンザ都市ハンブルクの市政府からドイツ帝国宰相官房に知らされ、皇

                                                  
１３ 岩下哲典「英艦プロビデンス号「北太平洋探検航海記」（1894 年刊）から見た日本および日本人につい

て―特に蝦夷地絵鞆・琉球宮古島での交流を中心に―」『応用言語学研究（明海大学大学院応用言語学研究

科紀要）』2009 年、第 11 号、170～171 頁。 
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帝ヴィルヘルム 1 世から宮古島島民たちの助けと難破者に対する親切な行為の数々に対する感謝

を表した記念碑と、贈り物が送られることとなった（写真右下）。1876 年 3 月 22 日に行われた

これらの贈呈式は、北ドイツ新聞においても詳しく取り上げられた１４。 

碑にはドイツ語と中国語で碑文が表記されているが、ここでは先行研究による日本語訳をもち

いて碑文の内容を紹介しておこう。 

 

 

ハンブルク出身の船長へルンスハイムに率いられたドイツ船  

R.J.ロベルトソン号は、1873 年 7 月、太平山の海岸の岩礁に

座礁した。乗組員は、海岸の居住者の援助により救出され、

安全な場所に運ばれ、1873 年 8 月 17 日に帰郷の旅が実現す

るまでの 34 日間、手厚いもてなしを受けた。この立派な行い

を謝して認め、神の恩寵を授かりしドイツ皇帝にしてプロイ

セン王である朕ヴィルヘルムは、末代までの記憶にこの記念

碑の設置を命じたり。 

 

 

しかし、この記念碑の贈呈はドイツの植民地主義的な利害関心が含まれていたのではないか、

という考察もなされている。この論拠として、碑文の中で「朕ヴィルヘルム」を意味する WIR 

WILHELM の部分が殊更大きく書かれて目立っていること、宮古島で行われた贈呈式の日付がヴ

ィルヘルム 1 世の誕生日であったこと、さらに石碑を運んだ軍艦がそれを設置した後に水路学的

な調査を行いドイツ海軍へ報告していた事実を挙げ、この地域の占領や植民地化を視野に入れた

調査だった可能性があることを指摘している１５。 

一方で、「博愛」の行いだと言われている宮古島島民のロベルトソン号への対応は、以下の「進

貢節貢船唐人通船朝鮮人乗船日本他領人乗船各漂着并破損之時八重山島在番役々勤職帳」におけ

る「南蛮船漂着・破損之時公事」というオランダ船以外の異国船（南蛮船）が漂着破船した場合

の公務規定に則ったものであった。以下、砂川玄正氏の論文に収録されている現代語訳版の条文

を引用しよう１６。 

 

1、南蛮船が漂着破損した場合には在番並びに筆者一人、所管の頭一人、横目一人、その他、首里大

屋子以下の役人は早急に現場へ赴いて対応すること。 

2、南蛮船が漂着破損した場合には首里大屋子一人と与人一人を飛船使にして報告のため上国させる

こと。報告事項として①船が現れた際の日時と方角・風の方向、漂着破損した際の日時・場所・

漂着場の図面など②船の大きさと形・帆柱・帆数・帆色・旗数・旗の色・人数・風貌・衣類・武

                                                  
１４ ヘルンツハイム、前掲、104~113 頁。 
１５ 辻朋季「宮古島「ドイツ皇帝博愛記念碑」を複眼的に捉え直す―宮古島郷土史、ドイツ植民地史の研究

成果に立脚して」『明治大学農学部研究報告』2015 年、第 64 巻第 4 号、134～135 頁。 
１６ 砂川玄正「『蔵元文書』と『船長日記』に見るロベルトソン号遭難救助の顛末」『平良市総合博物館紀要

２』1995 年、67～68 頁。 
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具の有無・言語文字の通不通・船の破損個所の有無・異国人の予期せぬ行為の有無などを取り調

べ報告する。 

3、南蛮船が漂着した場合には、①南蛮人を船から上陸させないこと。地元のものを船に近づけない

こと。数隻の番船を付け、番船には村の役人・百姓を乗せること。②番所を数ヵ所設けて村の役

人・百姓を詰めさせ、一昼一夜交代で勤務し一晩中かがり火を焼かせること。火の用心のため夜

間の巡回を行うこと。③漂着場近辺には番所を設け、在番並びに筆者・頭とも昼夜番所に詰めて

警護すること。予期せぬ事態に備えて人数と武器を隠しておくこと。④漂着場に近寄ること・見

物・漁労などは禁止すること。⑤船の停泊中に異常な動きがあった場合には飛船を遣わし報告す

ること。 

4、南蛮船が破損して南蛮人を上陸させた場合には、①人家はずれに堅固な木屋を設けて荷物などを

入れ、木屋の周囲を二重・三重に囲むこと。南蛮人を木屋に入れたらすぐに木屋の戸口を塞ぎ、

食料などを与える際には在番の検見をへて垣根越しに渡すこと。武器類を所持していたら別の場

所に保管し厳重に番人を付けること。②破損上から木屋へ南蛮人を移す際には、在番以下役人ら

の警護人を付けること。③木屋の近くに番所を設けて村の役人・百姓を詰めさせ、夜はかがり火

を焼かせること。在番筆者や所管の頭は木屋の近くに昼夜とも詰めて警護すること。 

5、南蛮人の荷物や道具・船の残骸・沈んだものなどは取り揚げて明細を記すこと。破損場近くの海

岸に荷物が漂着するかもしれないので監視すること。南蛮人が迷惑な行為を取った場合には手続

きを踏んで逮捕し、船籠に閉じ込めて上国すること。瀕死または病死した場合には塩詰めにして

上国すること。 

6、南蛮船漂着破損のことが薩摩で取り沙汰されるのは厳禁となっているので、大和船が現場に居合

わせた場合は、船頭から秘密を誓う証文を受け取ること。 

7、南蛮人を木屋から船に移す際には、在番以下役人らの警護のもと、荷物とともに先に調べた帳面

に照合したうえで乗船させること。南蛮人を乗船させたら、かこっておいた木屋の跡地をすかせ

ること。風力により戻ってくる場合もあるので、陸番・用船などは翌日までとどめておき、船が

戻って来なければ、三日目に全員引き上げること。 

8、南蛮人が帰航する際は、航海中の食糧として二十日分（一日支給規定の二十日分）の飯米・野菜・

薪などを支給すること。 

9、以上の諸々の勤務経過を詳細に書き記し報告のため上国すべきこと。 

 

この規定によると、漂着場の近辺でかがり火をたくことや、食糧、破損した船に代わる仮の住

居の世話は公務の内である。しかし、彼らと船員たちとの別れ際に個人的な贈り物をし合うなど、

ただの公務を超えた人間同士の友情が芽生えている様子が、船長の日記には描かれている１７。 

このように、ドイツからの感謝の石碑には植民地化の関心という一面が、他方で宮古島島民の

救助行動には公務であるという一面が存在するのだろう。しかし、ロベルトソン号船長が日記に

おいて「心のこもった優しさと人情」を評価していることや、島民と船員の交流から生まれた友

情について、砂川は「公務であっても対応する役人の人間性によって救助された側の感謝の気持

                                                  
１７ ヘルンツハイム、前掲、96 頁。 
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ちや称賛も異なってくるであろう。」として、それは「宮古の人々が自然に身につけた気質ではな

かろうか。」と述べている１８。 

 

（３）揺らぐ国境問題 

この時代の宮古島島民の帰属意識はどうだったのであろうか。ロベルトソン号を救助した 1880

年代の宮古島は、清国と日本の間で国境が揺らいでいた時代におかれていた。1879 年には、察度

王統から約 500 年続いた「琉球王国」が解体され（「琉球処分」）、宮古・八重山も明治政府によ

って県政が敷かれることになったが、その後もしばらくは日本化に反対する島民も多かった。ま

た、清国も沖縄県の設置を認めなかったため、日本と清国は琉球の帰属を巡って議論を続け、第

三者としてアメリカ前大統領グラント（Ulysses S. Grant）を招き、この問題に国際的な立場か

らの調停を期待した１９。 

明治政府は 1880 年（明治 13 年）3 月、グラントの「琉球を巡って清国と争うよりも、清国の

要求を取り入れ、中国大陸の豊かな資源に目を向けた方がいい」という助言を受けて、宮古・八

重山を清国の領土とし、日清修好条規を日本に有利となるように修正しようとした。この提案を

「分島・増約（改約）案」という。日本と清国の会談は 8 回にも及んだが、結局、琉球を分割す

ることは実現しなかった。宮古島の帰属が決定したのは、1894 年の日清戦争後だった。下関条約

によって、清国が琉球を日本の領土として認め、宮古島は日本となった。国境が定まったため、

宮古島の日本化が進められていく。 

 

 

Ⅲ．1930 年代における「博愛美談」の顕彰 

（１）再発見とナショナリズム―博愛美談の国民への浸透過程 

1924 年、拓本蒐集を趣味としていた松岡益雄氏により、宮古島のドイツ皇帝記念碑が発見され

た。松岡氏は当時、那覇勧業銀行支店長を勤めていたが、宮古島への旅行の際に、これを発見し

たものである。松岡氏は沖縄県教育会と共に顕彰運動を行い、この記念碑の存在を世間に知らし

めようとした。1933 年、文部省教科書企画に応募したロベルトソン号のエピソードが一等で当選

した。1937 年にはそのエピソードが『尋常小学修身書』巻四に「博愛」という題で掲載された。

事件の顛末を簡潔に説明した後に、以下のような言葉で締めくくられている。 

 

［助けられたドイツ商船船員たちは―筆者注］さうして、嬉しさのあまり、あふ人ごとに、親切

な日本人のことを話しました。其のことが、いつかドイツ皇帝に聞こえました。皇帝は島の人々

                                                  
１８ 砂川、前掲、69 頁。 
１９ 1869 年から 8 年間大統領を務めたグラントはハワイ王国とサモアへの進出政策を進めていたため、イ

ギリスやドイツなどの列強が琉球を踏み石として太平洋へ介入することでアメリカの対ハワイ・サモア外

交を脅かすことを懸念していた。1870 年代後半はアメリカ、イギリス、ドイツの 3 か国がそれぞれサモ

ア併合を目指しており、太平洋は微妙な勢力均衡が維持されていたのである。そのため、琉球が自由貿易

のもとに開港されることを避けたかったグラント政権は日清提携を望んでいた。この点については、玉城

有一郎「琉球分島条約案の歴史的起源 : グラント調停と日清修好条規」琉球大学大学院法学研究科修士

論文平成 12 年度、2000 年を参照。 
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の新設を大そう喜んで、ぐんかんを送つて宮古島に記念碑を建てさせました。其の記念碑は、今

もなほのこつて、ながく此の博愛の美談を傳へてゐます。２０ 

 

太平洋戦争開始後の 1943 年には、教師用の修身書の記載が当初の「親疎内外の差なく博く人

を愛するのは、人間の道であることを教へる」という内容から、「おもひやり深くして、人の難儀

を救ふことは、大国民たる日本国民の務であること」という内容に変更された２１。このことから

も、ナショナリズムの浸透を図っていることが理解できる。ほか、ロベルトソン号漂着事件の焦

点化は、当時の遭難救助の様子を目撃しており、父が実際に救助にあたったという宮国屋真良氏

や平良玄卓氏に対する新聞社のインタビュー（昭和 9 年及び 11 年）にも見けられ、漂着当時の

番所や島民の様子などが克明に浮かび上がった２２。 

前述のことから、「博愛」は戦争へと向かっていく日本のなかで、日本国民の「素晴らしさ」と、

ドイツとの「友好・博愛を象徴するもの」として持ち上げられ、ナショナリズムの浸透に利用さ

れていたと考えられる。 

 

（２）「ドイツ皇帝博愛記念碑」建立 60 周年記念式典 

ロベルトソン号漂着事件における「博愛美談」を検証する動きは、日本国内にとどまらず、国

際関係の文脈でも見受けられた。それが、1936 年の 11 月 14 日に宮古島で開催された「ドイツ

皇帝博愛記念碑」建立 60 周年式典（以下、記念式典と略す）であった。記念式典は、陸海軍三

省から「国際的問題であるから 1 地方の主催とせずもっと大きな機関を主催者として大々的にや

れ」との激励を貰い、外務省後援の下に行われた。 

式典の他にも、前後日をあわせた 3 日間にわたり、京都ドイツ研究所所長であったドイツ人日

本学者トラウツ(Friedrich Maximilian Trautz)夫妻２３を招いて様々な催しが行われた。 

 初日である 13 日は、宮古島にやってきたトラウツ夫妻を歓迎した後、舞踊や余興があり、さ

らに講演会、夜には提灯行列があった２４。14 日には、1876 年建立の記念碑の前で式典が行われ

た。式典の最後には、ロベルトソン号救出に携わった存命者と、亡くなった関係者の子孫に顕彰

として記念硬貨と賞状が授与された。その後、当時の総理大臣近衛文麿の指揮により、遭難個所

の上野村宮国沖に近い海岸に、「独逸商船遭難地」の碑が建立された。この石碑は近衛文麿による

文字が書かれている（写真右）。 

                                                  
２０ 藤田昌士『道徳教育 その歴史・現状・課題』エイデル研究所、1997 年、28～29 頁。 
２１ 宮古島市史編さん委員会編『宮古島市史 第一巻通史編 みやこの歴史』宮古島市教育委員会、2013

年、293 頁。第 5 期の 1941 年には「博愛」は改題されて「宮古島の人々」と変更された。 
２２ 平良市史編さん委員会編『平良市史 第十巻資料編 9 （戦前新聞集成下）』平良市役所、2005 年、577

～621 頁。 
２３トラウツはシーボルト研究と日本研究に取り組み、日独文化交流という点で重要な役割を果たした。ト

ラウツが収集した資料はトラウツ・コレクションと称され、これにはシーボルト研究の史料やそれに準じ

た日本研究資料、さらに沖縄や宮古島に関連する資料が含まれている。トラウツ夫妻は 60 周年記念式典

にドイツ大使館からの代表として出席した。この点については、F.M.Trautz 著・辻朋季訳「宮古島（沖

縄県）におけるドイツ記念碑建立（1876 年）60 周年記念祭、1936 年 11 月 14 日」『明治大学教養論集』

2015 年、通巻 509 号、43～44 頁を参照。 
２４ Trautz、同上、51～56 頁。 
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15 日には大きなスポーツ行事が行われた。宮古全島から

7000~8000 人もの若者が参加した。辻は、ドイツ船救助とは

無関係と思われる舞踊やスポーツ行事について、「1931 年の

満州事変に端を発した日中の軍事的衝突が、1936 年 2 月か

ら全面戦争ヘと拡大していただけに、式典の内容もこうした

時局を反映し、スポーツ競技を通して、島民の（特に若者の）

身体の規律化が図られたものと言えるだろう」２５として、戦

意高揚の意図が多分に含まれていることは間違いないと述べ

ている。 

さらに、11日後の11月25日に日本とドイツの両国間で「日

独防共協定」がベルリンで調印された。当時の日本では、ナ

ショナリズムの国民への浸透が図られており、その一環とし

てロベルトソン号を宮古島の人々が助けたエピソードが取り上げられたのである。 

 

 

Ⅳ．1970 年代以降における「博愛美談」の継承－ドイツ文化村設立の過程 

戦後、「博愛美談」継承は一体どのような変遷を遂げたのであろうか。戦後、宮古島におけるド

イツ商船漂着事件の歴史は、ナショナルな枠組みで記憶化される局面は減少する一方で、教育現

場や自治体レベルで蓄積されていった。1978 年に発行された『上野村誌（村制 30 周年版）』に

よれば、1953 年 12 月 1 日に制定された上野村立（当時）上野中学校校歌は「平和と愛のかがり

火を／かかげし祖先の碑を仰ぎ／我美わしくたくましく／はばたき行かん上野中」との歌詞で歌

われていた２６。また、上野村歌でも、「海・青あおと／潮の音に／ささやきかける／博愛碑／心

にともる／かがり火を」との表現されていた２７。 

その後、「博愛美談」の継承は官民一体の潮流に乗り、宮古島島民のドイツ商船救助を称え、「博

愛の心」を文化遺産として後世に伝達し、国際交流と地域活性化を目的として、ドイツうえの文

化村建設が展開されることとなった。ドイツ文化村構想は 1986 年に策定され、平成元年に正式

に「上野村ドイツ村建設基本計画」の策定に至った。この計画策定には、当時の国の制度枠にお

ける補助金・助成制度に該当しなかった為、財源の確保がままならない状況下に置かれていた。

しかし、「ふるさと創生事業」が実施され２８、当時の現行補助制度に該当しない事業に対しても

助成制度が確立されたことで、うえのドイツ文化村建設が決定される後押しになった、という背

景があることも追記しておく。 

宮古島ドイツうえの文化村の構想目的として、「文化遺産と博愛の精神を広く正しく後世に伝え

る為、尚、国際交流を通して国際色豊かな人材育成と観光産業の促進発展に資すること」があげ

られている。また、うえのドイツ文化村建設構想において主な構想の枠組として、上野村の活性

                                                  
２５ 辻、前掲、129～143 頁。 
２６ 『上野村誌（村制 30 周年版）』上野村役場、1978 年、115 頁。なお作詞者の仲元銀太郎氏は、『上野村

誌』の編纂者でもあった。 
２７ 同上、253 頁。 
２８ 『上野村誌(村制 50 周年版)』上野村役場、1998 年、397～398 頁。 
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化・「博愛の心」を基調とした宮古観光の拠点の形成などの建設意義が大きく述べられている。ま

た、ドイツ村は、単にドイツとの交流を行う拠点として位置づけるものだけではなく、ドイツ村

建設によって、21 世紀へ向けた国際化時代にふさわしい地域特性にあふれた豊かな村づくりを目

指すものであると述べている２９。 

この構想は、日本政府が本土と沖縄の格差是正を図り、諸制度を円滑に移行させて沖縄県を振

興開発させるため策定された復帰特別措置法と沖縄開発三法の下、策定された 10 年単位の沖縄

振興開発計画の影響が大きく見られる３０。『上野村史 40 周年記念』の発刊当時の 1987 年の沖縄

は、1992 年～2001 年の間に実施された第三次沖縄振興開発計画下に置かれていた。第三次沖縄

振興開発計画は、従来の方針に「我が国の社会経済等の発展に寄与する地域の整備」が加えられ、

沖縄の各市町村の地域性に着目した主要事業を展開している。このような構想の延長線上にある

と考えるのが、2000 年の沖縄サミット開催の際のドイツ首相シュレーダーの歓迎イベントであろ

う。シュレーダーが宮古島に滞在した時間はわずか 2 時間余りであったが、首相来島を記念して

宮古空港からドイツ文化村までを「シュレーダー通り」と命名し、村民を中心として 2000 人規

模で歓迎記念式典を行うなど、2000 年サミットは宮古島の歴史に刻まれる出来事だったと『宮古

島市史』で位置づけられている３１。こうした一連の諸企画は、各地域性を活かした社会経済の発

展を主体とし、計画されたものではないかと考えられる。 

 

 

おわりに     

以上、本論では近世琉球と欧米との関わりと、同時期のドイツにおける植民地政策を起点とし

て、宮古島における R.J.ロベルトソン号漂着事件に着目した。琉球とドイツの二者についてその

事件とその後の対応が歴史としてどのような形で伝達されていったのかという過程を明らかにし

てきた。また、「独逸皇帝博愛記念碑」の石碑が再発見され、「博愛美談」として取りあげられた

ことにより、その後の日本におけるナショナリズムの高揚と、ドイツとの関係の強化に利用され

てきたことについて述べ、その過程のなかで行われた 60 周年記念式典が戦意高揚に利用された

という解釈を取りあげた。戦後になると、「博愛美談」は表立って取り上げられることは減少した

が、個人や地方社会の間で継承され続け、現在も記念碑や文化村などのように目に見える形で残

されてきた。 

今回の宮古島におけるドイツ商船漂着事件の歴史は、それ以後の時代や社会において、その都

度再認識されてきた。その歴史が、日本とドイツの関係というマクロな観点で記憶化される一方

で、地方と個人というミクロな観点で記憶化される場合もある。前者の場合は社会的影響も大き

くなるため、残そうとする力も大きくなる。一方後者では、社会的影響や、残そうとする力も小

さくなるが、どちらも変わらず歴史として継承されていることは事実である。マクロとミクロと

                                                  
２９ 『上野村誌（村制 40 周年版）』上野村役場、1987 年 335～336 頁。 
３０ 新城、前掲、377～378 頁。 
３１ 宮古島市史編さん委員会編『宮古島市史 第一巻通史編 みやこの歴史』宮古島市教育委員会、2013

年、556 頁。 
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いう観点は、どちらか一方に留まることはなく、流動的に往還していく３２。さらに、その往還が

行われていく中で、同じ地点の観点であってもその質は変容している。本論においては、宮古島

の漂着事件は当初その場だけにおけるミクロの観点であった。しかしながら、次にミクロの観点

に戻ってくる際には「ドイツ文化村」を媒介として、地域と世界が直接つながるようになるので

ある。このことを今回の研究テーマである、沖縄のなかから世界史(グローバル・ヒストリー)を

読み解くことの一端としたい。 
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