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World History in the Miyako-jima: The formation process of images of 
‘Hisamatsu Go Yushi (the Five brave men in Hisamatsu)’ 
 

Written by Seminar of Western History, University of the Ryukyus 
Daisuke IKEGAMI: bibliographical introduction 

（Faculty of Global and Regional Studies, University of the Ryukyus） 
 
 

要約 

 「久松五勇士」とは、日露戦争時の 1905 年、宮古島近海に出現したロシアのバルチック艦隊接

近の情報を、日本本土の大本営に向けて打電するために宮古島から電信基地のある石垣島へ向か

った、宮古島久松地区の漁夫たちのことである。日露戦争の趨勢には直接的には寄与しなかった

ものの、その「勇敢さ」がのちに各時代の文脈に応じて顕彰されていく。特に 1920～30 年代に

は国語読本（稲垣国三郎が推進）の教材になったり、海軍記念日の式典でも扱われたりと、ナシ

ョナリズムおよび戦意を高揚させていく装置として機能した。日本との一体性というニュアンス

は 1960 年代の記念碑建立の時期まで残存したが、1980 年代からは宮古島久松の「海人」という

ローカル・アイデンティティ形成に利用された。 
 
キーワード：久松五勇士 宮古島 日露戦争 稲垣国三郎 海人 
 
はじめに 

 本研究は、琉球大学法文学部地理歴史人類学専攻西洋近現代史研究室における、2018 年度の共

同研究「沖縄のなかの世界史発掘プロジェクト」の成果である。このプロジクトは沖縄の地域の

歴史が世界史の中でどのように位置づけられるのか、フィールドワークや文献調査を行い、ゼミ

生全員で一つの論文を共同で仕上げ、従来の琉球史、日本史、世界史という枠組みにとらわれな

い複合的な視点で地域史を見ていき、現代に続く沖縄の様々な歴史問題や地域の文化について再

考していくのが目的である。 
 日本が覇権の拡大を狙って東アジアへの侵略を強め、ロシアもまた東アジアへの南下政策をと

                                                     
1 2018 年度のメンバーは以下とおり（学年は論文執筆時）。山本梨香子［3 年生］、林龍之介［３年生］、

赤嶺佳帆［２年生］、兼城泰［４年生］ 

地理歴史人類学論集 No.9 (2020) pp.19-32 
Journal of Geography, History, and Anthropology 
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るなか、両国の帝国主義が衝突したのが 1904 年に勃発した日露戦争であった。そのようなか、

1905 年 5 月末の日本海海戦前夜に発生した小さな出来事が「久松五勇士」による伝令であった。

宮古島に向かう小型貨物船が対馬海峡に向かっていたロシアのバルチック艦隊を目撃したのが事

の発端であり、当時電信もなかった宮古島ではこの急報を大本営に伝える術がなく、そこで 5 人

の漁師が選ばれ、彼らは 170 キロの距離を航行して石垣島に向かい、そのことを電信で大本営に

伝えたのだった。この 5 人の漁師による伝令そのものは直接日本海海戦の帰趨に影響を与えるこ

とはなく、歴史的には注目される要素の少ない、小さな出来事である。しかし、実際には現代で

も知名度は低いものの、「久松五勇士」として愛国の物語や地域の英雄など様々な形で語り継がれ

ている。これは何故だろうか、また、どのようにこの地域の歴史は日本で知られるようになった

のだろうか、そこから私たちの興味関心は始まった。 
 
Ⅰ．日露戦争と久松五勇士 
（１）久松五勇士とその時代背景 
 まずは久松五勇士の時代背景と概要についてみていこう。19世紀末から20世紀初めにかけて、

日清戦争での勝利後東アジアでの存在感を増し大陸への進出を狙う日本と、一方南下政策をとり

満州、朝鮮半島での利権獲得を狙うロシアとの間で緊張が高まっていた。そして 1904 年に両国

の衝突は避けられなくなり、1904 年 2 月、日露戦争が勃発した 2。ロシアは現存の太平洋艦隊に

バルト海駐留艦隊を加えた第二太平洋艦隊の派遣を決定し、極東の海軍戦力の増強を図ることを

同年 5 月に発表した。しかし、戦争の経過は旅順要塞攻略戦、奉天会戦と多くの犠牲を出しなが

らも日本優位に進み、ロシア太平洋艦隊は旅順で壊滅してしまう。さらにバルト海艦隊から戦力

を抽出し第三太平洋艦隊を編成し、第二艦隊と共に 2 月に極東へ派遣した。これは黒海艦隊以外

のロシア海軍戦力のほとんどを動員したものであり、この第二太平洋艦隊と第三太平洋艦隊を合

わせて日本ではバルチック艦隊という呼称が定着している。 
 当時ロシアのバルチック艦隊の驚異は国民の間に広く知られていた。しかし、その到着がいつ

どこになるのかは日本軍上層部にもわかっておらず、沖縄においても役所や警察署、郵便局など

を通して民間へ敵艦隊発見の際はただちに報告するようにとの厳命が下されていた。そのような

状況下で起こったのが「久松五勇士」事件であった。1976 年に刊行された『平良市史』によると

その詳細は以下のとおりである。 
1904 年 5 月 3 日、那覇と宮古島を往復していた貨物船「宮城丸」は雑貨を積んで那覇から宮古

に向けて出帆した。この船はマーラン船 3という沖縄独特の帆船で、奥浜牛ほか 6 名が乗ってい

たとされ、彼らは出帆時に警察署水上派出所から水雷への注意と敵艦隊発見時はただちに報告す

るようにと注意を受けていた。一行は天候不順のため途中で慶良間に避難しながら 22 日朝に再び

宮古島を目指して出帆し、そしてその日の午前十時頃、霧の中で宮古島沖合を東北進していたバ

ルチック艦隊に遭遇する 4。この接触は艦隊側も認知していたが彼らを捕縛はせず 5、一行はこの

                                                     
2 朝鮮半島と満州の利益をめぐって 1904 年 2 月 8 日から翌 1905 年 9 月 5 日まで大日本帝国とロシア

帝国との間で行われた戦争。 
3 沖縄の伝統的な帆船であり山原船とも呼ばれ、近世まで琉球域内や日本との海上輸送に利用され重

要な役割を果たした。 
4 久松五勇士が報告した艦艇数が四十隻あまり、実際の艦艇数が 38 隻であり、かなり近くで子細に観
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件を通報するため直ちに宮古島を目指し、宮城丸は漲水港 6に 25 日午前九時頃に到着、急ぎこの

ことを宮古島警察所に報告した。この報告はただちに宮古島庁島司の橋口軍六に報告され、ただ

ちに緊急会議が開かれた。艦隊発見の急報はただちに大本営海軍部へ通報する必要があったが、

当時宮古島には電信設備がなくこれを伝える術がなかった。そこで電信設備のある石垣島へ向け

連絡用の早船を出すこととなり、垣花善、垣花清、與那覇蒲、與那覇松、與那覇蒲の 5 名がその

役に選ばれ 7、26 日午前 6 時に出帆し、同日の午後十時頃に 5 人は石垣島白保 8に到着、さらに

約 2 時間走って八重山電信局 9に到達し、バルチック艦隊発見の急報を打電する。しかし、この

電報自体は日本海海戦に直接影響を与えることはなかった。これが久松五勇士の概要である。 
 
（２）久松五勇士から見る電信の世界史 
 この久松五勇士であるが、そもそも何故宮古島には電信施設がなく、石垣島にはあったのだろ

うか、まずは当時の琉球列島の電信網を確認しながらその変遷と日本の東アジア進出の動きを見

ていきたい。また、久松五勇士のおかげで宮古島に電信が敷設されたという話もあるが、それは

真実なのか、両者の関係についても主に有山輝雄『情報覇権と日本帝国』を活用しながら読み解

いていきたいと思う。 
沖縄に電信が敷設されるのは琉球王国が日本に併合されて以降のことであり、その日本に初め

て電気通信機が持ち込まれたのは 1854 年、ペリー（Matthew Calbraith Perry）10二度目の来航

時であった。これは当時のアメリカ大統領ミラード・フィルモア（Millard Fillmore）11から贈答

されたもので、蒸気機関車模型と共に横浜でデモンストレーションが行われた。しかし、幕府は

電信機には大きな関心は示さず、幕末期の動乱の中で電信技術は暫くの間忘れ去られることとな

る。その後、再び電信が注目されるのは明治維新後の近代化政策の中でとなった。1869 年、明治

                                                                                                                                                                   
察していたであろうことがわかる。 

5 捕縛しなかった理由に関しては、清のジャンク船と誤認した等諸説ある。 
6 伊良部島をのぞむ宮古島西部にあり、現在の平良港漲水地区。 
7 垣花善は当時松原区長をつとめており、選ばれた他の者達は善の親族であった。垣花善（30 歳）と

清（23 歳）と、與那覇蒲、與那覇松（24 歳）はそれぞれ兄弟であり、また両兄弟は従兄弟同士であ

った。また、もう一人の與那覇蒲は久貝出身で同姓同名の別人であり、4 人の内誰かの友人であった

と言われている。與那覇蒲はそれぞれ当時 24 歳と 22 歳であったが、どちらがどちらの與那覇蒲な

のかは不明である。 
8 石垣島東部、現在の石垣空港付近であるが、久松五勇士上陸之地記念碑は同島の北西部に位置する

伊原間に設置されており、これに関しても諸説あるものと思われる。 
9 1882 年に開設された八重山郵便局に電信設備を設置、改名、1898 年に八重山電信郵便局に。 
10 マシュー・ペリー（Matthew Calbraith Perry）1794～1858。アメリカ合衆国海軍の軍人であり、

米墨戦争等に従軍。アメリカ海軍の近代化に大いに貢献した人物としても知られる。1852 年には東

インド艦隊司令長官に任命され、同年の 11 月に大統領の親書を渡し、開国を要求するために浦賀に

来航した。 
11 ミラード・フィルモア（Millard Fillmore）1800～1874。アメリカ合衆国、ホイッグ党所属の政治

家、弁護士、第十二代副大統領であり、第十三代大統領として日本に開国を要求した。民主党、共和

党以外の政党所属の最後の大統領である。 
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政府はイギリスから建築家リチャード・ヘンリー・ブラントン（Richard Henry Brunton）12を

招聘し、横浜燈台役所と横浜裁判所の間に電線が敷設され、続いて翌年には東京－横浜間に電線

が敷設され電信が開通した。また、イギリス人技術者ウィリアム・ヘンリー・ストーン（William 
Henry Stone）13の活躍により 1873 年には東京－長崎間の通信が可能となり、1880 年頃には主

要都市間でほぼ電信が開通し、1890 年頃には全国の県庁所在地が電信でつながった。この電信網

は 1877年から始まった西南戦争や秩父事件など 1880年代に全国で多発した過激な自由民権運動

の鎮圧に大いに役立ち、明治政府は電信の重要性を認識することとなる 14。 
海外との通信という面では東アジアを中心に電信網整備事業を行っていたデンマークの電気通

信事業会社である大北電信会社（The Great Northern Telegraph Company）15によって 1871 年

に長崎－ウラジオストック、長崎－上海間に海底ケーブルが敷設されたのがその始まりとなった。

前述したように 1873 年には東京－長崎間で電信が開通しており、この対外電信網は 1871 年 11
月に欧州へと出発した岩倉使節団は不平等条約の改正交渉の経過報告などにも活用された。その

後 1883 年には呼子－釜山間の海底電信線も敷設されるなど、日本は急速に構築されつつあった

世界の情報ネットワークに参入し、大国への道のりを踏み出していく。 
そんな中、琉球諸島に初めて海底ケーブルが敷設されたのは 1897 年のことであり、鹿児島か

ら奄美大島を経由して沖縄本島に至り、台湾まで伸びる総延長 855 キロメートルの海底ケーブル

が敷設された 16。しかし、これは本土と台湾を繋ぐことを意図したものであったといえる。日清

戦争で勝利した日本は下関条約で台湾等を得るが 17、1895 年に台湾では台湾民主国の建国が宣言

                                                     
12 リチャード・ヘンリー・ブラントン（Richard Henry Brunton）1841～1901。スコットランド出身

の建築家、イギリスの工兵技監でもある。1868 年にお雇い外国人として来日、多数の灯台建設を手

がけ、「日本の灯台の父」と讃えられる。また、灯台以外にも電信仮設、舗装道路の建設、港湾整備

などでも活躍した。 
13 ウィリアム・ヘンリー・ストーン（William Henry Stone）1837 年～1917 年。アイルランド出身

のイギリス人電気技師。1872 年にお雇い外国人として来日、工部省の書記官に就任し、同省の電信

寮で電信の架設を指導した。また、電信に関する法制定や海外電信会社との交渉にも活躍し、日清戦

争の際には勲二等に、日露戦争の際には勲一等に叙せられている。 
14 秩父事件において政府はいち早く事件の発生と規模の大きさを知り、鎮圧のための兵力を鉄道によ

り迅速に投入した。 
15 大北電信会社（The Great Northern Telegraph Company）。デンマークの電気通信会社であり、イ

ギリス、デンマーク及び東アジアを中心に活動、ロシアからの信任を得て長崎－上海間、ウラジオス

トク－長崎間の海底ケーブルを敷設した。また、日本の対外通信に関して日本政府と不平等な条約を

結び、日本から莫大な通信料を得ていた。 
16 この敷設に関し、大北電信会社の関与を避けるため日本政府はイギリス、ロブニッツ社に海底ケー

ブル敷設船を発注、日本初の海底ケーブル敷設船沖縄丸が 1896 年に進水した。逓信省に配属される

はずだった本船だが、陸軍省主導の台湾への海底ケーブル敷設のため陸軍省へと配属され日露戦争で

も活躍し、戦後はその活躍を称え準軍艦扱いがなされた。 
17 1894 年から 1895 年にかけて大日本帝国と清国との間で朝鮮半島の権益をめぐり行われた戦争。講

和条約である下関条約の結果、日本は清国に李氏朝鮮に対する宗主権の放棄、巨額の賠償金と台湾、

澎湖諸島、遼東半島を割譲させた。 
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され、日本の支配に抵抗する乙末戦争が勃発 18、日本はこの平定のために大量の兵力を送り込む

こととなる。しかし、当初の見込みとは異なりゲリラ戦による激しい抵抗、赤痢、マラリア等の

疫病、そして日本本土との距離と通信の不足は日本軍を苦しめ、同年末に台湾総督府が全島平定

宣言を出すことで一応の終わりをみたものの、日本はその帝国主義的侵略と植民地経営に電信網

が不可欠であることを強く認識したのである。これは 1892 年に沖縄県民から「沖縄県海底電線

架設」の国会請願が出され、議決されたにもかかわらず、予算不足を理由に見送っていた政府が、

わずか 3 年後にはその建設を始めたこと 19。建設が陸軍省主導であり、予算も軍事費から捻出さ

れていたことからもわかる 20。 
その後も琉球諸島における電信網の整備は進み、1910 年の段階で海底ケーブルが敷設され電信

が通じた島は、北から、種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、沖縄本島、石垣島、

西表島となった。これらの島々は琉球弧に連なり一直線上にあることがわかるが、その直線上で

一カ所だけ未だ電信不通の島が宮古島であった。では、宮古島への電信開通は何故遅れたのか、

またそのような状況下で何故 1912 年に海底ケーブルが敷設されたのか。この敷設の理由につい

て前述の『平良市史』には「日露戦争で『久松五勇士』の苦難をみ、軍事的必要性もあいまって

急速に整備された」と書かれている。しかし、この説には疑問が残る。 
まず久松五勇士に関する部分だが、これに関して『沖縄の電信電話事業史』でも「宮古の電信の

起源となる」「このことがあってから宮古島では、電信の必要性を肌で感ずるようになり、郡民は

政府に対してその早期開設を訴え熱烈な請願運動を行った」と久松五勇士が宮古島の電信敷設に

関わっている旨が書かれている。しかし、ここで書かれているのは市史とは違い島内の請願運動

に関する記述である 21。また、後に別の章でも述べるが久松五勇士が宮古島以外でも顕彰される

ようになったのは稲垣国三郎の『純正国語読本』が出版以降であり、久松五勇士の存在は電信敷設

運動の内的要因にはなり得ただろうが、政府を動かす要因としては弱いように思う。また、五勇

士と電信敷設の間の 7 年の空白と、この時期に敷設が決まった要因については説明できていない。 
また、軍事的必要性についてであるが、先程述べたようにたしかに台湾－九州間の海底ケーブ

ルそのものが軍事的目的で敷設された意味合いが強く、また、宮古島よりはるかに人口が少ない

にもかかわらず 1899 年に電信が開通していた西表島では、東郷平八郎が自ら現地を視察に行く

                                                     
18 日本では台湾平定、台湾征討などと呼ばれる。1895 年、下関条約への不満や日本の台湾からの南清

侵攻を恐れた清の清国湖広総督張之洞らが支援し、現地住民と清国官僚が台湾民主国の建国を宣言、

日本の東アジア進出を恐れる列強は三国干渉で満足しており、これを未承認。日本軍の侵攻により同

年末に崩壊。 
19 1892 年に小禄間切、名護間切、首里真和志村などから提出され、同年に審議、可決されている。し

かし、翌 1893 年には渡辺国武逓信大臣は「其必要を認むるも、軍国多事の際財政上の緩急を斟酌し

暫く之が起業を猶予せり」という理由でこれを見送っている。 
20 1895 年 6 月に陸軍省内に臨時台湾電信建設部が設置され、数日後には測量が開始されるなど陸軍省が

かなり急いでいたことがわかる。鹿児島から台湾までの最初の海底ケーブルの敷設のための総予算額は

三百三十一万三千百四十円であり、八幡製鉄所の建設費が約五十八万円であったことを考えれば大変大

規模な事業であり、陸軍省にとっても決して軽い出費ではなかった。 
21 一方で久松五勇士はその軍事的性格上島内でも隠匿されていたという証言もあり、請願運動の実情

についても一切不明である。 
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など日露戦争に向けた艦隊の補給拠点化が検討されていたことをその要因としてあげることがで

きる。そこで宮古島を改めて見たとき、宮古島に電信を敷設する軍事的必要性とはなんであろう

か、たしかに翌年からは第一次世界大戦が始まり、日本も参戦するが宮古島がこれに直接関わっ

た記録はなく、地理的にもその重要性を見いだすのは難しいように思う。 
 以上のように、宮古島に電信が 1912 年に敷設された理由については現在、久松五勇士の影響

と軍事的側面からみる説が存在するが、久松五勇士と関連づける意見は説得力に欠け、軍事的側

面からの視点は他の島と宮古島を同一視し、宮古島のみを見たときにその要因を説明できない。

宮古島電信敷設請願運動の詳細や島民内で久松五勇士がどれほど知れ渡っていたのかなど、資料

不足により詳細が不明な点も多く、宮古島の電信敷設と久松五勇士の関連については安易に結び

つけて考えるのではなく、より詳細な研究が必要となるだろう。 
 
Ⅱ．「久松五勇士」の顕彰化と本土への影響 

（１）「遅かりし一時間」 
次に、久松五勇士を取り上げた教材である「遅かりし一時間」についてみていく。これは、後

に後述する稲垣国三郎によって記された。そして早稲田大学教授の五十嵐力の目に留まり、五十

嵐が編集した中等学校の国語教科書『純正国語読本』に掲載された。顕彰運動が始まる 1 年前の

1929 年のことであった。「遅かりし一時間」は、前半と後半に分かれ、前半では那覇から宮古島

に向かう帆船がバルチック艦隊と遭遇するまで、後半は五勇士がサバニで石垣島に向かう話が書

かれている。 
稲垣国三郎は、1887 年愛知県三河郡に生まれる。文科省教員検定試験に合格し、広島高師付属

小学校訓導をへて、1917 年から 1926 年まで沖縄師範付属小学校主事と大阪相愛小学校長、戦後

は日本女子体育大学の講師をつとめ、1965 年に退職した。稲垣が久松五勇士について記した『沖

縄小話』には、久松五勇士だけでなく「白い煙と黒い煙」やドイツ皇帝博愛記念碑の話も書かれ

ている。「白い煙と黒い煙」は中等学校教科書に採録されて全国に広まっている 22。 
稲垣が初めて久松五勇士の話を聞いたのは、1918 年 5 月の海軍記念日での講話であった。その

とき、沖縄師範学校の同僚教諭で宮古島出身の佐久田昌教が生徒に久松五勇士の話をした。稲垣

はこの時、非常に感激を覚えたという。その年の暮れ、宮古郡教育会の招きによって冬期講習の

講師として宮古島を訪れた際に、五勇士に会って、当時の実情を聞いてみようと考えた。しかし、

五勇士は漁に出ており、本人らと会うことはできず、五勇士の家族らと対面したが肝心な話を聞

くことができなかった 23。稲垣は彼らの家をみて、「何という憐れな草屋であろう。窮乏の底に喘

いでいるようだ」と感じたという。そして、彼らの行為が世に知られず、何の報いられることも

なく貧しい生活を営んでいるのを見て、「彼らを満天下に知らしめ彼らの労をねぎらってやりたい」

と思い執筆を始めた。 
稲垣が創作した「遅かりし一時間」は五十嵐力が編集した『純正国語読本』に採用され、全国

の中学生や高女生に知られるようになったが、その普及の範囲は微々たるものであったという。 
 

                                                     
22 新里金福、大城立裕『沖縄の百年 第一巻人物編 近代沖縄の人びと』琉球新報社、1969 年、203-206
頁。 

23 稲垣国三郎「祖国愛」『おきなわ』第 21 号、1952 年、4-5 頁。 
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（２）「久松五勇士」の顕彰運動 
『純正国語読本』によって広まった久松五勇士の話は稲垣からすれば微々たるものであったが、

教材として取り上げられたことにより、1930 年の日本海海戦 25 周年のときには、3 件の顕彰が

行われている 24。5 月 27 日には宮古支庁長の岩田貞喜が五勇士に表彰状を贈っている。6 月 27
日には、「遅かりし一時間」に感激した女子学習院（現、学習院女子大学）教授の伴しげ子が、皇

后陛下臨席の女子学習院学芸会で作品を生徒に朗読させ、五勇士に記念品と賛辞の詩を贈って讃

えた。平良町長仲宗根勝米が伴しげ子が贈った記念の扇を五勇士に伝達した。11 月 3 日の明治節

には、沖縄県知事の井野次郎が表彰状を贈り、この表彰式は県会議事堂で行われた。 
稲垣は 1935 年 5 月の日本海海戦 30 周年記念に向けて、世間に久松五勇士を周知させたら更に

効果的であろうと考えた。そして、資料を『大阪毎日新聞』に提供すると、1934 年 5 月 18 日、

19 日に「四青年決死の冒険 遅かりし一時間」、「思いは遥卅年 『敵艦見ゆ』を語る決死隊員」を

題した記事が掲載された。その反響は大きかった。 
7 月には新興キネマで「敵艦見ゆ」という映画が上映され、東京と大阪では芝居も上映された。

「久松五勇士の歌」というレコードが出たり、筑前琵琶「敵艦見ゆ」が演じられたりして本土で

は一種の沖縄ブームが起きていた。 
また沖縄でも 1934 年に山城善三が「久松五勇士美談」と題する論文を発表したり、稲垣が『琉

球小話』を発表したりしている。こうした運動が実を結び、1935 年 5 月 27 日の海軍記念日には

大角峯生海軍大臣から五勇士へ表彰状と銀杯が贈られた。この日稲垣は講演会を開催しており、

35 分の講演内容は大阪中央放送局において全国に中継放送された。この顕彰運動は結果的に稲垣

の想像以上に成功したといえる。 
当時五勇士の使用したサバニは、転々と売却されて、佐良浜の漁師の所有になっていたが 1935

年 3 月 30 日に宮古教育部会長、岩田宮古支庁長が県下の小学校に呼びかけて、７万人の学童たち

からの一銭ずつのカンパでサバニを買い上げて海軍省に献納した 25。その際、大角峯生海軍大臣

から謝辞を受けている。 
 また久松五勇士の話を発掘し、世間に広めた稲垣の功績をたたえるために沖縄県男子師範学校

長の長谷川亀太郎、同女子師範学校長の川平朝令、志喜屋孝信第二中学校長、神田精輝第三中学

校長、大阪在住の県人会長豊川忠信弁護士、公認会計士下地玄信らの発起で稲垣氏に胸像を贈呈

することを決め、一口 50 銭の献金を集めて作り上げた 26。胸像贈呈式は 1936 年 1 月 28 日に那

覇教育会館で盛大に祝われた。これに先立ち、宮古島では 1936 年 1 月 24 日に稲垣氏への感謝会

が行われた。久松字民勇志や小学校児童が道路に並んで歓迎する中を島袋源一郎教育会主事、東

風平小学校長当山正堅とともに来郡した。感謝会は久松小学校で行われ、稲垣のあいさつと記念

品を五勇士に贈呈され、明知宮古支庁長らの祝辞があり、久松字民からの記念品を稲垣に贈呈し

た。さらに、久松小学校児童に愛日小学校児童からのお菓子が贈られ、そのお返しに黒砂糖を贈

った。その夜は明知支庁長の発起で歓迎会が行われ、25 日の夜には久松五勇士を中心に久松字民

と小学校職員の歓迎会が催されたという。 

                                                     
24 重信幸彦「「美談」のゆくえ―宮古島・「久松五勇士」をめぐる「話」の民俗誌」『民族学研究』第 65
巻（4）、2001 年、348 頁。 

25 譜久村寛仁『沖縄 宮古の歴史見聞録』沖縄教販、1989 年。 
26 同上。 
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（３）本土への影響 
 大阪の大正区には現在でも多くのウチナーンチュが住んでおり、「リトル沖縄」と呼ばれている。

JR 環状線の大正駅の発車メロディーには沖縄県民謡の「てぃんさぐぬ花」が用いられ、毎年 9 月

にはエイサー祭りが行われている。 
 ウチナーンチュの大阪への移住は大正時代から始まったといわれている 27。1920 年代になると、

第一次世界大戦の終結によって黒糖の価格が暴落し台湾の製糖業に吸収されてしまい農村の過剰

人口が本土に流出しだした。主に 10 代や 20 代の若年層を中心として出稼ぎが始まり、主な目的

地は伝統的な商業・金融の中心地であり、男性は、紡績工業・機械工業などの日雇い労働、女性

は紡績業へと吸収されていった。その過程で、工業地帯周辺に「沖縄村」と呼ばれる集住地域が

形成されていったのである。ウチナーンチュが生活した場所は、就職などに都合の良い工場地帯

であると同時に被差別部落や都市整備のほとんどがなされていない居住条件の極めて悪い地域で

あった。その上、ウチナーンチュに対する根強い差別があり、大部分の人は大工や雑役、馬力引

きなどの下級肉体労働に従事していた。 
五勇士の話が『大阪毎日新聞』に掲載されると一躍沖縄は有名になり、これまで大阪の町工場

において他府県出身者が日給一円、沖縄と朝鮮出身者が 85 銭と賃金格差があったのが、他府県人

並みに引き上げられたという逸話がある 28。沖縄の「肉弾三勇士」ともてはやされ、これによっ

て沖縄の差別待遇が良くなったという経験は、ウチナーンチュとしての個性の強調よりも、日本

国民としての忠誠心の発露こそが重要であるということをウチナーンチュらに知らしめた。 
 
Ⅲ． 戦後における「久松五勇士」像の継承と変化 

（１）「久松五勇士」像の歴史的再検討 
「久松五勇士」の歴史には、戦後約 20 年間の空白期間がある。「久松五勇士」が歴史上に再び

現れ、議論が活発になっていくのは 1960 年代からである。1967 年には、もりたかしが「久松五

勇士」を歴史的事実に基づいて再検討し、美談化を批判している。もりの文章は、美談化批判の

始まりだったといえる。 
もりは、1966 年の久松五勇士顕彰碑建立に際し、五勇士壮挙として伝えられる出来事の中に、

事実と違う点はないか、その歴史的背景から考察を行なっている 29。もりが疑問視していること

は五勇士の石垣行きの動機である。当時の宮古島の最高行政責任者である橋口軍六は、破天荒な

性格であり、佐良浜と池間の漁民たちに石垣行きを強要したが断られている事実がある。断った

理由は、島の漁村では 5 月の海を、突然天候が変わり荒れやすいバウフの節としておそれていた

ことからだという。それは、今日の気象学では、梅雨前線が長期にわたって停滞し、水納島沖あ

たりに三角波が発生することが明らかになっている。実際に久松五勇士は、帰航の途中で転覆し

ている。ほかの漁民たちが断る中で、久松五勇士が石垣行きを決断したのは、金 5 円也の報酬が

あったからではないかと、もりは指摘している。さらに、もりは、石垣行きに隣家の者もさそっ

                                                     
27 宮脇幸夫「関西における沖縄出身者同郷組織の成立と展開」『人間科学論集』第 28 号、1997 年。 
28 齊木喜美子「国民教化と児童文学―宮古島の「久松五勇士」から見えてくるもの―」『児童文学研究』

第 39 号、2006 年、19 頁。 
29 もりたかし「久松五勇士の再評価をめぐって」『歴史地理教育』第 136 号、1967 年、57-58 頁。 
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たが断られ、血縁者だけで実行したことから、止むを得ず決断したのではないかということを指

摘し、五勇士壮挙の出来事をただ賞賛するだけで良いのかと述べている。また、五勇士壮挙の物

語は国民を日中戦争へあおりたてる格好の素材であったと評価している。さらに、1966 年 8 月、

講演の中で司馬遼太郎が久松五勇士をたたえたことに対しては、憲法改悪をあせる反動勢力に加

担する事実を指摘しなければならない、との考えを示している。 
しかし、もりの論文以降しばらく、批判の声が大きく出ることはなく、「久松五勇士」研究の中

で美談化を再検討し批判する動きが再び出てくるのは 1990 年代からである。 
それまでの期間、「久松五勇士」を美談化するような論文が発表されている。1973 年には、牧

野清が「日露戦役と沖縄－久松五勇士とその足跡－」の中で、久松五勇士の功績を称え、「南島僻

地漁民の愛国行為は日本の一部に根強く残っていた沖縄人に対する差別意識や評価に対して、確

かに鮮烈な影響を及ぼした」と述べている 30。1989 年には、譜久村寛仁が「遅かりし一時間－久

松五勇士の壮挙－」というタイトルで、論文を書いており、久松五勇士の打電が信濃丸に遅れる

こと 1 時間、ということを前提に論を進めている。また、久松五勇士は「部落の人びとに見送ら

れて出帆した」と述べている 31。しかし、この点については、牧野が 1973 年の段階で、「彼等は

橋口島司の軍機保持の命令を遵守」して「誰からも見送られず」に石垣島へ向かった、と書いて

いる 32。 
牧野も譜久村も「久松五勇士」を讃える論調ではあるが、このように両者で異なる話を書いて

いる部分がある。それは、①「久松五勇士」を美談化するために意図的に行ったことなのか、そ

れとも牧野の言うように、②軍機保持のため、当人たちから誰にも語られなかったことによって、

正確な事実が分からないのか、のどちらであるかということが大きな問題だろう。 
1990 年代の美談化批判は、久松五勇士の歴史的経緯を正しく記述し直すことから始まったとい

える。1991 年には、「『久松五勇士』を考える(その 2)」の中で、下地康夫が、久松五勇士の航跡

と日程について、その当時までに考えられてきた考察を改める姿勢を見せている 33。ついで、2004
年「『久松五勇士』の行程と表彰」の中で、友利定雄が、八重山電信局からの「敵艦見ゆ」の電報

は、信濃丸に遅れること 1 時間という話は誤りで、実際は 1 日遅れであるという説明を、資料を

もとに行っている 34。友利はその後、2006 年『宮古研究』の中で、打電が 1 日遅れとなった理由

として、水納島への寄港を挙げている。そして、「久松五勇士」の顕彰運動についてはもりと同様

に、「日中戦争・太平洋戦争等侵略戦争への道」の中で、「国民の志気高揚に利用したことであろ

う」との見方を示している 35。 
最近の研究には、齊木喜美子の「国民教化と児童文学－宮古島の『久松五勇士』から見えてく

るもの－」がある。齊木は、「久松五勇士」が児童文学のモチーフとして美談に仕立て上げられ、

子どもたちに語られ、現代に語り継いでいくことの意味が吟味されないまま、「宮古島の英雄」と

して見られてきたことに対して警鐘を鳴らしている。そして、「久松五勇士」の物語が、沖縄人を

                                                     
30 牧野清「日露戦役と沖縄－久松五勇士とその足跡－」『南島史学』第 3 号、1973 年、42 頁。 
31 譜久村、前掲。 
32 牧野、前掲、30 頁。 
33 『宮古郷土史研究会 会報』第 73 号、1991 年、1 頁。 
34 友利定雄「『久松五勇士』の行程と表彰」『宮古郷土史研究会 会報』第 144 号、2004 年、1 頁。 
35 友利定雄「『久松五勇士』の行程と表彰」『宮古研究』宮古郷土研究会、2006 年、113 頁。 
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皇国臣民の一員として組み込むという目的によって美談化され、正当化されて継承され続けてい

ると考えている 36。 
「久松五勇士」が教育に利用されることに関する危機感は、1967 年の段階で、すでに存在して

いた。もりたかし「久松五勇士の再評価をめぐって」の最後には歴教協宮古支部の会員が、「久松

五勇士が反動の側に利用されることを防ぎ、人民の歴史の中で正しく評価され位置付けられるよ

う学習をさらに深める決意」をしたことが述べられている 37。 
2012 年には、自由社(東京)が、中学歴史教科書に、戦時の愛国心の事例として宮古島の「久松

五勇士」を紹介している。「久松五勇士」が取り上げられたことに、久松を地元とする長崎富夫宮

古島市議は「なぜ今取り上げるのか疑問はある」と困惑気味にコメントしている 38。 
「久松五勇士」そのものの歴史と「久松五勇士」像の移り変わりの正しい認識を継承すること

が大切である。 
 
（２）海人としての「久松五勇士」像へ－ローカル・アイデンティティの模索－ 
①1960 年代の顕彰運動 
「久松五勇士」は、戦後から約 20 年間、歴史の表側に現れなかった。再び姿をあらわすのは、

日露戦争 60 周年にあたる 1965 年の 7 月、宮古島で久松五勇士顕彰会が結成されたときだった。

この年は宮古島毎日新聞社の創刊 10 周年でもあったため、同顕彰会は、宮古新聞協会の後援のも

と宮古観光協会と共同で「久松五勇士顕彰音頭」の募集も行なっている。 
 さらに、1966 年 3 月には、文春講演会の講師の 1 人として司馬遼太郎が宮古島を訪れ、久松五

勇士が非常に勇敢で行動力のある聡明な民族である日本人の典型であると語っている。この講演

が顕彰運動に対する追い風になり、1966 年 8 月 11 日に顕彰碑が除幕された。こうした運動は、

戦前の「美談」の枠組みをそのまま踏襲していた 39。 
 
②海人魂としての「久松五勇士」 
顕彰碑建立運動に対しては、1 節に述べたように、歴史的事実の提示や推測によって、批判・

反対の言説が生み出されていった。しかし、1980 年代には「久松五勇士」が、新たな文脈に置か

れることとなる。 
1985 年 5 月 25 日、「80 年前の久松五勇士の斗魂をたたえ、若者たちの開洋への気魂を切り開

く趣旨の久松五勇士壮航記念事業実行委員会(会長佐久本清良弁護士)の行事」が行われた。砂川正

夫、内間秀勝、宮国定二、与那覇正昭、美里俊治の久松の若者 5 人が大泊港からサバニに乗り、

八重山の伊原間までの 60 キロを漕いだ。若者たち 5 人は 1 月から外洋訓練をして、総航路 2,000
キロも漕破していた 40。 

2015 年 7 月 4 日、久松五勇士 110 周年記念事業として、石垣島伊原間海岸まで 100 キロ余の

                                                     
36 齊木、前掲、14-30 頁。 
37 もり、前掲、59 頁。 
38 琉球新報「教科書沖縄戦記述/『久松五勇士』紹介 愛国心の事例で/新しい歴史教科書をつくる会」

2011 年 3 月 31 日付朝刊、1(32)。         
39 重信、前掲、355 頁。 
40 譜久村、前掲。 
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航海の再現イベントが開かれた。伊原間公民館（多宇司館長）では実行委員会（根間建有会長）

を立ち上げて記念事業に対応した。久松五勇士顕彰碑がある公民館広場には早朝から地域住民、

八重山在宮古郷友会（松原英男会長）のメンバーらが集まった。正午前、久松青年会の下地雅也

会長ら「平成の五勇士」は、復元サバニに乗り込み、久松漁港を出港したが、5 日午前 4 時半ご

ろ、天候悪化のため漕破を断念した。 
このようなイベントは、久松五勇士周年事業の一環として行われているが、「久松五勇士」の美

談とは一線を画している。1971 年に宮古島を襲った大旱魃を契機に、与那覇湾淡水湖化計画が持

ち上がった際には、「久松五勇士再現イベント」を具体化した青年 OB 会のメンバーが反対運動を

展開した。久松という集落を「海」「漁業」「漁民」という言葉に結びつけていくひとつのシンボ

ルとして、「久松五勇士」が位置づけられている。 
「国家」の論理により意味付けされたかつての「久松五勇士」像を塗り替え、「久松五勇士」を

久松という集落と海との関わりを意識化しようとするために利用している 41。 
 
おわりに 

本研究では、「久松五勇士」の概要と「久松五勇士」像の変化について考察を行なった。 
 まず、概要については、宮古島における電信網の敷設に「久松五勇士」が関わったとは考えに

くい、という結論に至った。理由としては、①「久松五勇士」と電信網敷設までの期間が 7 年も

あるということ、②通信網が敷設されたのは、「久松五勇士」の顕彰運動が始まる前だった、とい

うことが挙げられる。 
次に、「久松五勇士」像の変化については、顕彰による美談化、また、その美談化の批判などが

行われており、「久松五勇士」の物語が戦時において国民統合の一手段として利用されてきたとい

えるだろう。また、「久松五勇士」の歴史的事実は固定されることなく、何度も訂正・修正されて

いる。1980 年代からは、「久松五勇士」は美談化論争からは一線を画していて、久松地区と海と

の関わりを意識し、「久松五勇士」をアイデンティティとして利用する動きやイベントが見られる

という結論に至った。 
先行研究では、「久松五勇士」そのものの問題以外に触れているものはなかった。しかし、今回

このようにして、宮古島の「久松五勇士」を世界史の視点から扱うという試みにより、「久松五勇

士」に、「通信網」や「国民統合」という別のキーワードとの関連性を見出すことができた。今回

の研究テーマ「地域から見る世界史」は達成されたのではないだろうか。 
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平良市史編纂委員会『平良市史』平良市史編纂 
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【解題 池上大祐】 
琉球大学西洋近現代史研究室（池上大祐担当）では「沖縄のなかの世界史発掘プロジェクト」

と題するゼミ生を主体とした共同研究を行っている。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）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。 

 
2018 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。 

2018 年 5 月～6 月 ：テーマの選定。先行研究の整理 
2018 年 6 月～8 月 ：文献リサーチ 
2018 年 9 月 12～14 日 ：宮古島フィールドワーク 
2018 年 10 月～翌 2019 年 1 月 ：資料調査、資料のデータ化、論旨の全体像の構築 
2019 年 2 月 22 日 ：琉大西洋史研究報告会で中間発表 
2019 年 3 月 10 日 ：琉球沖縄歴史学会 3 月例会（学生報告会）での報告 
2019 年 3 月末 ：論文の提出 
 
 「久松五勇士」に関する研究は想定していた以上に少なく、郷土史、民俗学、教育実践の成果

をもとに当時の新聞や資料をたどりながら再構成したが、今後追求すべき課題も多く残った。た

とえば、1966 年に記念碑が建立された理由・背景までは掘り下げることができなかった。ゼミに

おいても、本土への「復帰論」の高まりと関係性があるのかどうかという点も議論したが、学生

調査の限り、はっきりとそれを示す資料は見いだせなかったようである。 
なお、宮古島フィールドワークでは、西洋史古代中世史ゼミの神谷愛里さん［当時３年生］と

東洋史研究室の陣野原知行さん［修士１年］にも参加・協力いただいた。また、宮古島市立城辺

図書館にて資料収集する際には職員の方のご助力も賜った。改めて御礼申し上げます。 
 さらに今回は、2018 年 9 月に創設された琉球沖縄歴史学会 3 月例会「学生報告会」（2019 年 3
月）での報告の機会をいただき、フロアから多くの質問と助言をいただいた。分野は日本史・東

洋史・西洋史・琉球史などいろいろあれど「地域で歴史を研究する」という営みを共有できる場

が沖縄にあること、そしてその一員として学生も参画できる環境があることは大変ありがたい。

これからも「知の共同性」を重視した研究活動を展開していきたい。     

 

 

                           


