第2部

プロジェクト余話
―― エ ン ジ ニ ア は か く 語 り き

1

2

3

西海岸のリゾート開発

―― ムーンビーチとブセナテラス			

海洋博覧会跡地に描いた夢の形

―― 海洋博覧会から沖縄美ら海水族館まで		

首里城を復元する

―― 呼び起こせ！ 琉球王国の象徴たる赤き城を
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西海岸のリゾート開発
―― ム ー ン ビ ー チ と ブ セ ナ テ ラ ス
当社が最初に手がけたリゾートホテルにして、
沖縄の観光イメージの形成に大きく寄与したホテルムーンビーチ。
それから22年ののちに建設され、
九州・沖縄サミットの主会場として利用されたザ・ブセナテラスと万国津梁館。
――当社のホテル設計はこの2つのプロジェクトなしには語れない。
我々は沖縄のリゾート開発にどのような夢を描き、具体化へと導いていったのか？
ムーンビーチとブセナリゾートを軸として、
いまや国建ブランドのひとつとなったホテル設計の内側を照らしてみよう。
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ムーンビーチホテル客室

ムーンビーチホテル

ムーンビーチの美しさ
ムーンビーチは恩納村前兼久にあるリ

でいう海の家的な経営だったのだが、こ
の事業は大きな成功を収めた。
しかし、幸一郎に心境の変化が訪れる。

は）
」
。
大高先生とは、幸房が早稲田大学時代
に非常勤講師として教わり、国建に入社

ゾートホテルである。名前の由来はこう

ブラジルのコパカバーナを旅行した幸一

する前の約 5 年間、所員としてお世話に

だ―― 米軍のパイロットが月夜に恩納村

郎は、この地に建設され始めていたコンド

なった設計事務所の代表である大高正人

上空にさしかかったとき、眼下に白く光る

ミニアムに興味を持ち、いくつもの物件を

氏のことで、メタボリズム運動を代表する

三日月形の影をみつけた。近づいてみる

見て回った。そして、ムーンビーチを単な

建築家の一人だった。幸房は大高事務所

と、月光を反射してキラキラと輝く砂 浜

るレクリエーションビーチではなく、本格

時代に、大高氏の思想や建築に対する姿

だった。パイロットはあまりの美しさに息

的なビーチリゾートの拠点として整備しよ

勢・表現に触れ、建築設計の基盤となる

をのみ、ムーンビーチという名前をつけて

うと実業家の血をたぎらせたのである。

思考（建築論）の重要性について学んだ。

この幸せな発見を報告した･･･

そして、ムーンビーチの開発は客室数

幸房は語る。
「建物の形態はその空間か

ムーンビーチは 1957（昭和 32）年に

300 室のホテル・コンドミニアムの整備

ら生まれてくるものであり、
私は風土に合っ

月の浜海水浴場として営業が開始され、

へと衣替えすることになった。海洋博覧

たものをつくりたい」と。

駐留米軍により優良海水浴場として認可

会が開催されることが決まり、それに合

を受けた。沖縄国際 海洋博覧会が開催

わせてオープンすることが工期の目標とさ

沖縄の風土の再現であり、ピロティ空間

された 1975 年にホテルが建設され、プ

れた。

のバナキュラーな再解釈であった。ル・コ

ライベートビーチとして営業されるように
なった。県内でも最も知名度の高いビー
チのひとつだろう。

開発の経緯
ホテルムーンビーチの開発物語は國場
幸一郎から始まる。
ホテル建設前のムーンビーチは、米軍

幸房がムーンビーチに込めた建築論は、

ルビュジェがよく用いたピロティはともす

設計者・國場幸房の世界

れば“流行”とみられたが、幸房にとって
それは沖縄の風土を建築学的に表現する

設計は弟・國場幸房が担当した。幸房

ための“哲学”だった。浜辺に降り注ぐ

は 1970（昭和 45）年に國場ビルを完成

光や駆け抜けていく清涼な風、木漏れ日

させて以来の大型プロジェクトに胸を躍ら

が揺れる木陰、砂浜や海と連続した風景、

せた。現場を見に行き、三日月形のビー

こうしたもともとの環境要素を建物内で

チを取り囲むような施設の着想を得てエス

再現する技法がピロティだったのである。

キースを描いた。

モチーフになったのは、学生時代に八

向けのレクリエーション施設として整備さ

幸房にはこの設計に賭ける思いがあっ

重山を旅したときに出会った「千本足」と

れたものの、途中で放置されて荒れ放題

た。海洋博覧会の会場・施設の設計は、

呼ばれるガジュマルの木だった。幾つもの

になっていた。その所有者である中央倉

ほとんどが著名な建築家や大手の設計事

気根が幹のようになって大地とつながり、

庫が、この土地約 3,000 坪を売りたいと

務所にまわされ、地元の設計業者が活躍

空を覆うかのように枝葉を広げたあの自

幸一郎に持ちかけ、幸一郎は国建名義で

する機会が限られていた。周りには不満

然の造形美。鳥のさえずりや蝉の声が響

この土地を 20 万㌦で買い取った。当時

の声もあったが、幸房は「海洋博に負けな

き、雨の匂いが緑のシェルターに充満す

の当社の資本金は約 3,000 ㌦だから、

いような設計をすればいい」と前向きに

る――幸房はそんなガジュマルの木陰をピ

いかに高い買物かがわかるだろう。さらに

とらえていた。そしてこう考えた――「ヌ

ロティに投影したいと考えた。亜熱帯の

7,000 坪を借地して、駐車場付きのレク

ラーラングトゥ

サントーナランサー（大

沖縄に涼しい風を呼び込み、人々が思い

リエーション施設として再整備した。本土

高先生に怒られないような設計にしなくて

思いに憩える最良の空間になることを夢
西海岸のリゾート開発
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現場視察
ムーンビーチホテルのエスキース

工事中の様子

に描いたのである。
それは大高氏の「人工土地」の概念と
も気脈を通じるものがある。人工土地と
は地上 6 ～ 9 ㍍の人工地盤を設けて、そ
の下の地上部を商店街や駐車場など共有

知らぬ人々が集う場所では、中途半端な
スケールでは開放性は生まれないと理解し
ていた。
そこから、乾いた雑巾をさらに絞るよう
な作業が始まった。

空間として開放する建築様式である。木
陰のようなピロティに集う人々の情景は、
人工土地が目指した交流の姿と重ね合わ
せることができるのではないだろうか。

ない袖を振るために

れは枡の大きさが合わずに断念した。
客室やその他の壁面の仕上げは、同じ
白でもモルタルペンキではなく、沖縄の
瓦屋根に使われるムチ（漆喰）を利用し
た。ホテル客室を漆喰仕上げにするのは
初の試みで勇気がいったが、まず幸房の

吹きぬけよ風、天空から大地へ

自宅で試行してみて満足な結果に気をよく
した。施工や補修がしやすい点も魅力だっ

まず、躯体のコストは削れない、安全

た。これでモルタルペンキ仕上げに比べ

性は犠牲にできない、という点を出発点と

て約 3 分の 1 もコストを下げることがで

した。使用コンクリート量の 30,000 立

きた。

方㍍と、鉄筋や型枠に要する十数億円は、

客室の内装材にはボウリング場のレー

しかし、このピロティの思想を実現する

幾度も試算を繰り返して確かめた。だが

ンに用いる米マツ材を全国から取り寄せ

ためには相当のコストがかかると試算され

それ以外は、リゾートホテルだからこうし

た。数年前のボウリングブームで先行買付

た。海辺を抱きかかえるような L 字型の

なければならないという既成概念を徹底

したものの、ブームが去って倉庫でだぶ

建物は、建築面積のほぼ 8 割を占める約

的に疑ってかかった。

ついていた資材だ。当然安い。これが職

3,000 坪のピロティを要し、各階の回廊

例えば、外壁の仕上材は用いず、
「コン

をつなぐ吹き抜け部分を加えるとさらにそ

クリート打放し」でもなく、
「コンクリート

の倍にもなった。一般に 300 室・6,000

やり放し」とも呼びうる手法を用いた。こ

坪のホテルを建てようとすると、約 40 億

れは表面をきれいに仕上げるのではなく、

が、本質が何かを見失わず、手段につい

円の工事費（当時）となるが、これにピロ

荒々しいコンクリートの力強さをそのまま

ては常識を逸脱してもよしとする考え方で

ティ・吹き抜け部分の 6,000 坪を加える

表現する仕上げ方である。コンクリート

コスト削減を図りながら、理想とする開

と、相当の上乗せが必要だ。けれども、

の梁や柱など躯体そのものをデザインとし

放的で緑豊かなリゾート空間を実現した。

費用は据え置いたまま、この約 12,000

て見せる手法ともいえる。これによって同

設計が終わったとき、幸房はガリガリにや

坪の建築空間を完成させなければならな

じ型枠を何度も使うことができて、かなり

せ細っていたという。

い。

のコスト削減につながった。

台所事情は苦しく、ふつうならばピロ
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現場事務所にて

また、テラスや階段など吹き抜け部分

人の加工により品のよいソファーやナイト
テーブルに生まれ変わった。
このように幸房を先頭にスタッフ全員

兄と弟の思い

ティを諦めるか規模を小さくするところだ。

には手すりが必要だが、延べにすると数

だが、総勢 50 名にも及ぶ設計スタッフ誰

km にも及ぶのでバカにならない。そこで

こうして設 計された図面が 形になって

もが、幸房が描いた「天空を大地に呼び

安全性を保ちつつも単価の安い合理的な

いくわけだが、その過程には國場兄弟の

込むような豊かな空間をつくることで、利

設計に時間をかけ、多くの緑を絡ませるこ

阿吽のやりとりがあった。

用者の憩いのスペースにしよう」という空

とで目立たなくした。一時はリュウキュウ

計 画当 初に幸房が 描いたエスキース

間ビジョンを共有していた。たくさんの見

イモの蔦を絡ませることも検討したが、こ

は敷 地面積を大きくオーバーしていた。

西海岸のリゾート開発
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ピロティ

吹き抜け

模型を囲んで

「チャースガ･･･」と頭を抱え、何度も図面

内などのサイン設計は、㈱ブレーン沖縄

用することを許可してもらい、浄水プラン

をいじる弟をみて、幸一郎は建物に合わ

を通じてフリーのグラフィックデザイナー

トや貯水タンクなどを整備して簡易水道

せて敷地を 21,000 坪まで広げることを

にお願いした。

を引くことで解決した。こんな苦労の連

決断した。地主との折衝は決して順調だっ

建築設計ばかりではない。2 階の構造

続だったから、神村は工事完了後、過労

たわけではないが、幸房のイメージを形に

設計部、設備設計部ではそれぞれ 5 ～ 6

できる敷地は確保できた。

名が担当し、打合せのために階段を忙し

完成まであと半年というところで、よう

で倒れてしまった。

また、ホテルの模型をつくり、関係者

く往復した。4 階では土木設計や土質調

やくホテルの運営体制が整い始め、マネー

にプレゼンする日々を送っていた幸房だ

査、測量のスタッフが、持ち帰った現場

ジャークラスの人材が採用された。実はこ

が、初めてのホテル設計だったこともあっ

のデータとにらめっこで計算や設計に追

こまでオペレーション側の意見は反映で

てできばえに不安も感じていた。
「世界の

われていた。

きないまま設計・建設してきており、その

リゾート地のホテルをこの目で見て確かめ

三角ビルの 5 階に急遽こしらえたムー

点で不安を抱えていたが、厨房など間に合

たい」。そう考えた幸房は、遠まわしに「地

ンビーチ設 計 室がこれらの面々の 根 城

う範囲で実際に使う人の意見を取り入れら

球は丸いらしいね」と幸一郎に告げた。

だった。真ん中にテーブルを並べて模型

れたことは幸いだった。

「行ってきたらいいよ」。

を置き、その周りに思い思いに陣取ってイ

以心伝心だった。数日後に一人国際線

メージ図を描いたり計算したりという毎日

に乗り込んだ幸房は、ハワイ、アメリカ、

だった。作業は夜になっても途切れず、若

余録

フランス、スペイン、イタリアを 3 週間で

い輩はテーブルの下にもぐりこんで仮の寝

ホテル工事が始まってからは幸一郎は

駆け抜け、
「ムーンビーチは国際的リゾー

床とした。当時入社したばかりの福田俊

もっぱら資金繰りに悩まされた。当初はコ

トにも見劣りしない」という自信をつかん

次はホテルの模型をつくってみてその大き

ンドミニアムを先行販売してその売却益を

で帰国したのだった。

さに驚くとともに、
「これからこんな規模

工事費にまわすつもりでいた。ところが、

のホテルを手がけるのか」と武者震いした

第 2 次オイルショックが景気を底冷えさ

という。

せ、返す刀で建築資材の物価高騰を呼び

スタッフの苦労話

いい日旅立ち

熾烈さは建設現場にも引き継がれた。

込んだ。コンドミニアムの売れ行きはにぶ

ムーンビーチの設計を支えたのは 50 名

現場に約 1 年半常駐した当社スタッフは

り、建設コストは大きく膨らんでしまった。

にも及ぶ設計スタッフたちだ。建築設計

神村盛秀をはじめ延べ 10 名にのぼる。あ

頼みだったホテル事業も、海洋博覧会時

では幸房を補佐する塚田直樹を筆頭に、

るときは建築資材が足りず、当社が手が

には大いに賑わい、国際会議やミスイン

延べ 30 名近くが関わった。当社のスタッ

けていた別のホテル建設現場に頼み込ん

ターナショナル大会にも利用されたもの

フでは足りず、東京で京王プラザホテル

で分けてもらったことがある。またあると

の、終わったとたんに客足が鈍ってしまう

の内装に携わった技術者 3 名を契約社員

きは敷地に植栽するガジュマルを探して、

など、お金の悩みは開業後も続いた。

として雇ったことも、帆足英二、小林功児、

地元の仲泊地区の住民にお願いに回った

阪井良種を中心にインテリアデザインを担

こともある。

経営が好転するのは、日本航空や全日
空、旅行会社の数々が沖縄キャンペーン

う㈱国建デザインを立ち上げたことも、す

工事用水の確保にも苦労した。結局は

で誘客の掘り起こしを始めてからである。

べてはこの設計のためだった。また、案

石川岳の自衛隊通信基地近くの水源を利

そして、あの山口百恵も経営改善に一役
西海岸のリゾート開発
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人で賑わうムーンビーチ

ザ・ブセナテラス

買ってくれた。
「赤い衝撃」というテレビドラマを憶
えておいでだろうか？

部瀬名岬にて

企画に起用されている。この動きと連動し

山口百恵と三浦

ブセナリゾート開発の歴史は長い。そ

友和が主演した純愛・サスペンスの大ヒッ

の大まかな経緯は表 1 にまとめているとお

され、
先行して 2 名のホテルマンを雇用し、

ト作であり、ロケ地のひとつが沖縄はムー

りだ。この間、1971（昭和 46）年頃に

ブセナリゾートに出向した高江洲義彦らと

ンビーチだった。これによって知名度が一

県内の経済界の有志が集まって「観光問

ともに、ホテルデザインなど構想を練って

気に跳ね上がった。だが、さらに拍車を

題研究会」をつくり、部瀬名岬地域の観

いた経緯がある。残念ながら陽の目を見

かける事態が放送後に待っていたのだ。

光開発について話し合いを重ねている。

ずに終わっている。

「百恵ちゃんのムーンビーチに行きたい
と家出した小学 4 年生の女の子が、那覇

メンバーには当社の國場幸一郎も参加し
ている。

て、実は当社でもホテル部門設立が検討

ブセナリゾート開発の先陣を切るのは、
岬地区の中央に配置された名護国際観光

空港で保護されたそうです」―― そう連

現在のザ・ブセナテラスに直接連なる

絡を受けた幸一郎は、
「そんな殊勝な子が

動きは、1990 年の第三セクターの「ブセ

いるのか」と逆に感心し、
「わざわざ飛行

ナリゾート株式会社」の設立から始まる。

機に乗ってまで沖縄に来たのだから、こ

資本金は 3 億 4,100 万円、代表取締役

のまま帰すのはしのびない」と考えた。そ

社長には比嘉幹郎元副知事が就任した。

こで、迎えに来た親ともどもホテルに招待

同年には沖縄県により ｢ 部瀬名岬地域海

1994（平成 6）年、都合 2 年間のホ

したのである。この出来事は新聞やテレ

浜リゾートマスタープラン」が策定された。

テルの設計及びその後の現場監理へと続

ビで繰り返し報道され、ムーンビーチはけ

開発のコンセプトは「人間と自然との調

く作業が始まる。柴山義文、渡久山剛、

なげな少女の夢を叶えたホテルとして大ブ

和、地域社会との調和、秩序ある開発」

仲吉良暢、福元真一郎がこのプロジェク

レイクしたのである。

とされ、21 世紀を先取りした滞在型のメ

ト一本に専従した。設計主任の柴山です

ガリゾートの形成がめざされた。このとき

ら 30 代半ばの若いチームだ。これにバ

◇

◇

◇

のホテル整備だった。不況の足音が迫る
なかでのスタートだった。

ザ・ブセナテラスの設計

ムーンビーチホテルは沖縄リゾートの

計画面積 1,100 ㌶、開発面積 538 ㌶と

ニヤンビレッジ部分を担当した宮城正彦、

トップバッターとして、たくさんの観光客

位置づけられている。バブル経済華やか

建築申請を行った大嶺正志、サポート役

を迎え、もてなし、そして見送った。県

なりし頃だ。

の玉城大樹らが事業の進捗に応じて出入

民にとっても若い頃の夏の思い出にムーン

1992 年には㈱ムーンビーチ、㈱白石、

りするようになる。

ビーチが登場するという人は多いだろう。

名護国際観光㈱のサブディベロッパーと

全体を統括するのは管理技術者の福田

ガジュマルの木の下を再現したピロティ空

の間で協定などを締結し（白石はのちに

俊次だった。福田は入社当初にムーンビー

間は、幾多の改装を経てその大部分が失

撤退）、具体的な開発が芽出しされた。こ

チの設計に関わったが、そのときは「この

われてしまったが、幸房が込めた建築への

のうちムーンビーチと名護国際観光は國

規模のホテル建設に携わるのは一生に一

想い、そしてそれを支えた国建スタッフの

場組との関係が強く（のちに計画を統合

度だろう」と思った。しかし、期せずして

設計士魂は、建物の梁に柱にいまも宿っ

する）、特に現在のザ・テラスホテルズ㈱

同規模のホテル設計を今度は管理技術者

ているにちがいない。

の前身である名護国際観光には、当時の

として手がけることになった。

國場組の開発部長だった國場幸伸氏（現
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海を望めるテラス

西側
ザ・ブセナテラス

表1

イメージ図

模型による建物高さの調整

として、個人の机のほか製図や模型づくり

部瀬名岬開発の年表

年代

事項

のためのテーブルを置き、昼夜の区別なく

1968 年

沖縄観光開発事業団が部瀬名岬に沖縄海中公園および海中展望塔の建設を開始

作業に没頭した。忙しかったがピリピリと

1970 年

沖縄海中公園および海中展望塔が開業

したムードはなく、アトリエ的な雰囲気で

1981 年

県が第 2 次沖縄開発振興計画の中で「海浜リゾート開発推進」を盛込む方針を決定

1982 年

沖縄県が「海中公園を中心とした地区（部瀬名岬）」の再開発を発表

楽しかった。ときおり幸伸氏が夜遅くに

1987 年

6 月に県が総合保養地域整備法（リゾート法）・同法施行令が公布・施行
県は「海中公園を中心とした地区（部瀬名岬）」を長期滞在型リゾートエリアとして再開発し、
第三セクター方式で運営する方針を固める

1988 年
1990 年

志を同じくするよき先輩という接し方をし
てくれ、遠慮せずに意見をぶつけることが

県が「部瀬名岬地域海浜リゾートマスタープラン」を策定し、
「ブセナリゾート開発推進行政連絡会議」を設置

できた。柴山は「発注者からあれこれしば
られることはなかった」と回顧しているが、
そう思わせているのも幸伸氏の絶妙な手

10 月に県が「総合保養地域の整備に関する基本構想（沖縄トロピカルリゾート構想）」を策定
県がブセナリゾート株式会社が「ブセナリゾート開発計画」を策定

綱さばきだろう。
基 本設計時にはフィリピンから来たア

沖縄トロピカルリゾート構想が国土庁より承認され、
その中でブセナ地域は重点整備地区「恩納海岸地区」として位置づけられる

マドール・ローマンがパース図作成に活躍

ムーンビーチ㈱・㈱白石・名護国際観光㈱と岬地区開発基本協定、岬地区開発覚書、費用
負担確認書を締結

をハワイの事務所に協力依頼して骨格とな

（財）沖縄県観光開発公社と開発協定を締結
1993 年

なった。自身も建築家である幸伸氏は、

部瀬名岬地域再開発検討委員会が「部瀬名岬地域再開発構想」を知事へ答申

3 月に県が「リゾート沖縄マスタープラン」を策定

1992 年

ビール片手に設計のディテールの議論に

知事の諮問機関として「部瀬名岬地域再開発検討委員会」を設置

県が第三セクターのブセナリゾート㈱を設立

1991 年

立ち寄ることがあり、そのときは決まって

し、インテリアをタイの事務所に、外構
るマスタープランができあがった。実施設

県とブセナリゾートの間で土地賃貸借契約を締結

計を始める前にはバリ島のホテルを見てま

名護市喜瀬区との間にも開発基本協定を締結

わり、実施設計の途中でもハワイや済州

知事が自然公園法にもとづく国定公園事業（宿泊施設・休憩所施設）の施行について認可

島でのホテル視察、サンフランシスコでの

ブセナ岬地区・基盤整備工事を実施

家具の見本市参加など外国のリゾートホ

㈱白石と事業返還覚書を締結

テルの最前線にふれ、
その成果を持ち帰っ

1994 年

岬地区再開発について喜瀬区と環境保全協定を締結

1995 年

基盤整備工事（第一期）が完了し、ホテル（ザ・ブセナテラス）が着工

1997 年

ブセナ岬地区内のリゾート施設が竣工し、開業する
出典：ブセナリゾート㈱のホームページより作成

た。
さて以下では、ブセナテラスの設計で
苦心したポイントを具体的にみていこう。

景観になじませる
ふかん

部瀬名岬は、俯 瞰すると名護湾に突き
出た龍の頭のようである。恩納村方面か
ら国道 58 号を北上すると、伊武部を過
西海岸のリゾート開発
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ぎてからその龍頭が姿を現す。まるでコバ

前面の青、屋根の赤と合わせて表情豊か

ルトブルーの海に浮かんだ緑の小島を思

な生ける建物となった。

わせる遠望である。
そんな沖縄らしいが狭隘な海辺の空間

部瀬名の海を、南からの心地よい海風を
五感で感じることができる贅沢な空間が

に、400 室規模のホテルを建設するので

海辺の開放感

ある。設計者は大きなジレンマを抱えてし

次にスタッフが思案したのは、海の見せ

内と外を一体化し、視界から人工物を

まう。スケール的には客室棟を点在させ

方だった。建設地はもともと 1970 年に

できるだけ除くという考え方は、他のパブ

て周囲の緑になじませたほうがいい。け

ブセナ海中公園として沖縄観光開発事業

リック部分や客室にも反映されている。例

れど 400 室規模という前提はくつがえせ

団（現㈶ 沖縄観光コンベンションビュー

えばサッシは木の化粧ルーバーで隠す手

ない。人の視界に圧迫感を与えない程度

ロー）により建設され、熱帯魚などが観

法を取り入れた。3 連式の幅広の窓は、

に、いかにして建物を小さくみせるか――

賞できる海中展望塔を備え、県民や観光

手を伸ばせば海がつかめるような感覚に

スタッフが考えたのはまずこの点だった。

客が海に親しむ場であった。その履歴を

陥らせる魔法の仕掛けだ。ホテルへのク

継承したいと願ったのである。

チコミサイトをみると、幸いにもこのパノ

建設 地は沖縄海岸国定公園区域であ
り、自然公園法の制限もあって、建物の

県民には以前よりすごいと、県外客に

高さは 40 ㍍以下であることが了解事項

はまた来たいと思わせるような仕掛けは

だった。逆にいうと、40 ㍍以内に建物を

何か？

抑えて400 室をうまく収容しなければなら

ビーチの思想だった。あのピロティの開

ない。それでいて周囲の景観ともなじま

放的な空間！

ここに誕生したのだった。

ラマ感が宿泊客に好まれているのが察せ
られる。

スタッフが立ち戻ったのはムーン
そして環境との一体感！

逆転の発想

せたい。そこで、100 分の 1 縮尺の模型

それを彼らなりにアレンジしたのが吹

バブルがはじけて建設費は大きく削られ

をつくり、様々な視点から背後の緑の見

き通しのエントランスロビーでありテラス

ていた。しかし、そのことが開放的なデ

え方を確かめながら、緑の稜線に建物が

だった。

ザインの後押しともなった。

収まるような配置を模索した。そうすると、
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これにより前庭～ロビー～外構～海が
ドラマチックに連続した。眼下に広がる

敷地に奥行きがなかったため、建物と

例えば渡り廊下は、沖縄では台風対策

分棟形式にしてそれぞれの高さを違えて

外構をはっきり分けてしまうと窮屈な感じ

や冷房の気密のため閉じた空間となるの

グラデーションをつける方法がベストだっ

がした。そこで建物と外構が一体となった

がふつうだ。だが、あえて渡り廊下をオー

た。エレベーター棟だけは機械室のぶん

ロビー空間の発想が生まれる。宿泊客が

プンにして、冷房ではなく自然の風にふれ

高くせざるを得なかったが、それも違和感

ホテルに入ったことに気づかないような、

てもらうことにした。当然ながら壁面で囲

なく景観にとけこんだ。

外部と連続した空間。玄関もなく窓枠も

うよりも建設費は浮く。

地形の起伏をなぞるように高低をつける

ないロビーに、風が集い、木漏れ日がう

また客室のほとんどがオーシャンビュー

と、均一的な建物よりもボリューム感を減

ごめく――そんな様子をイメージした。ロ

であるため、入口へのアプローチは片廊

らすことができた。のみならず、陽の傾き

ビーの壁や間仕切りを取り払い、収納式

下となるが、ここでも囲い込みにしない方

に応じて外観に陰影が生まれた。昼間の

の稼動スクリーンとしたのはこのためだ。

法を考えた。コスト削減の手段は花ブロッ

顔と夕方の顔、それからライトアップされ

これは玄関のない沖縄の伝統的な住まい

ク。花 織や針墨など沖縄固有の紋様をイ

た夜の顔がそれぞれ異なり、背後の緑、

の様式も参考にしている。

メージしながら、花ブロックを組み合わせ

西海岸のリゾート開発
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客室（ロイヤルスウィート）

客室（テラススウィート）
渡り廊下

たデザインを 300 枚も素描し、雰囲気に

はいまでも年に一度は会食し、旧交を温

調和したパターンを見つけ出した。

める関係が続いている。

ホテルがオープンして 1 ヵ月ほど経った

建設コストを安くする努力は建設資材

頃かなり大型の台風に見舞われ、柴山は

の買い付けにも表れた。床石はオマーン

心配になって現場に駆けつけた。ホテル

や中国、タイルはスペイン、壁の木材はイ

のオペレーションは予定どおりに、渡り廊

ンドネシアやマレーシア、屋根瓦は南フラ

下を迂回するように宿泊客を誘導してい

ンス、照明は米国やフィリピンなど、世界

た。ロビーやラウンジに集まった宿泊客

中から資料を取り寄せてはデザインを吟味

は、大きなガラス戸が風圧でたわむのを

し、高品質・低価格の建材を採用した。

みて驚嘆の声をあげている。弾性率の高

アジアンテイストを重視し、シンプルなデ

い強化ガラスであり、もちろん安全性は

ザイン・仕上げで素材のよさをいかした。

問題ない。
「アクシデントは困るが、ハプ

建物の容量と立地環境との調和に腐心

ニングなら旅の思い出として人は受容でき

し、施主や施工者とともに知恵を絞りあっ

る。今日泊ったお客さんはきっと、自然を

たホテルがこうして完成した。始めから終

拒まずに共生しているホテルということを

わりまでメイドバイ沖縄であり、リゾート

実感してもらえたに違いない」。そう安堵

OKINAWA の総合力を世界に発信する前

して柴山は暴風雨のなかを帰路についた。

線基 地といってもよいのではないだろう
か。事実、ブセナテラスがあったからこそ

現場での苦労
柴 山ら 4 名 は 設 計 後 も 工 事 現 場 に
15 ヵ月ほど常駐し、監理を行っている。

万国津梁館がこの地に誘致され、記念す
べき 2000 年の九州・沖縄サミットの開
催となり、世界の目を釘付けにできたので
ある。

資金圧縮で現場ではむずかしい舵取りが
要求され、現場事務所のプレハブに泊り

ホテルの良し悪しは設計者の判断では

こみ、徹夜で施工図を書きなおしたりす

なく、それを利用する客がいかに満足し、

ることもあった。だが不思議と、
「ダメだ」

どう評価するかだと思う。完成から 14 年

「できない」という気持ちには設計者も施

経ったいまもブセナテラスは宿泊客に愛さ

工者もならなかった。

れ、JTB 協定旅館ホテル連盟選定の
「サー

一度、施工段階で現場と設計の考え方

ビス最優秀ホテル（大規模ホテル）
」に何

が食い違ったことがあった。そこで現場

度も輝いている。こうした報にふれると、

の担当者と一緒にバリ島を再度訪ね、ホ

設計監理のときの苦労が一気に報われる

テルをみて誤解を解き、完成イメージをイ

思いである。

ンプットしてもらった。彼ら施工スタッフと
西海岸のリゾート開発
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