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
国営沖縄記念公園海洋博覧会地区――海洋博公園と通称されるこの公園は、
沖縄観光の起爆剤となった一大イベント・沖縄国際海洋博覧会の会場であり、
その後、国営公園化してからも沖縄観光をリードし続けてきた。
1980（昭和55）年4月開園の「おきなわ郷土村・おもろ植物園」は、
観光資源のみならず学術的にも貴重な見本園として、沖縄の原風景を今日に伝えている。
2002（平成14）年にリニューアルオープンした「沖縄美ら海水族館」は、
ジンベエザメが悠然と泳ぐ黒潮の海をそのまま切り取ったかのようで、
観光客を魅了してやまない。
これらを生み出した背景には、事業関係者の熱い思いとたゆまぬ努力、
そしてそれに応えようと尽力した当社スタッフの技術者魂がある。
当社の携わった主な事業について、設計秘話や担当者の思い出を交えて紹介してみたい。
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第二部

海洋博覧会がやって来る！

こととなり、1976（昭 和 51）年 8 月に
沖縄海洋博記念公園（以下では海洋博公

本部 半島の先 端 部、サンゴの 海と伊

園）として開園した。
「太陽と花と海」を

江島タッチューを望む壮大なロケーション

テーマに、面積は約 77 ㌶。水族館、海

を舞台に開催された沖縄国際海洋博覧会

洋文化館、エメラルドビーチなどの海洋

（以下では海洋博覧会）は、世界で初め

博開催時の施設をもとに、ちびっことり

て海に焦点をあてた博覧会だ。メインテー

で、おきなわ郷土村・おもろ植物園、熱

マは「海――その望ましい未来」。美しい

帯ドリームセンター、熱帯・亜熱帯都市

サンゴ礁を持つ沖縄が適地として選定さ

緑化植物園などの新たな施設整備が行わ

れた。1975（昭 和 50）年 7 月 20 日か

れた。

ら翌 1月 18 日までの約半年間開催され、

このうち「おきなわ郷土村・おもろ植物

約 100 ㌶の会場敷地にアクアポリスやエ

園」は、東南アジア海洋文化記念公園ゾー

キスポビーチをはじめ、船や魚、科学技術、

ンの一角に設けられた。沖縄の民家群や

民族、歴史など海にまつわる当時の先端

民家庭園を再現し展示した郷土村と、
「お

テクノロジーを集め、世界 36 カ国、3 国

もろさうし」所載の植物を中心とした見本

際機関、1 属領の政府、県や民間企業の

園が整備されている。

パビリオンが軒を並べた。

プロジェクト余話

当社は、当時の沖縄開発庁沖縄総合

海洋博覧会会場
写真：㈱沖縄広報センター

沖縄県民にとっては 1972 年の日本復

事務局海洋博覧会記念公園事務所より、

帰を記念する出来事であり、また国策とし

この植物園の計画調査（1977 年）から

ての沖縄振興開発の口火を切る事業とし

郷土村含めた実施設計（1978 年）にい

失われつつあることが懸念されていた。そ

ての願いもこめられていた。第 1 次オイル

たる業務を受注した。担当したのは、開

の空気を共有していた委員会での議論は、

ショックの真っ只中にあって、関連事業を

発部の吉川清をはじめ、中本清、照屋正

郷土とは何か？

沖縄の原風景とはいつ

含め 2,371 億円の巨費が投じられた海洋

治、松原栄助、崎山正美らの国建スタッ

の時代を指す？

御 嶽とは・根 屋とは何

博覧会は、観光業界・建設業界を中心に

フと、技術提携を組む斉藤一雄氏、山本

か？

大きな波及効果を生み、
「海洋博特需」

紀久氏らであった。

のか？

とも呼ばれる景気の高揚を生み出した。

計画調査には委員会が設けられており、

うたき

にーやー

なぜその位置になければいけない
など沖縄文化の真髄に迫ろうと

する議論が飛び交っていた。

しかし、実態としては本土企業の進出も

構成メンバーには仲松弥秀氏、多和田真

吉川をはじめスタッフはその問いかけに

著しく、大型公共工事のほとんどが大手

淳氏、又吉真三氏といった沖縄歴史研究

答えるかのように、奄美から与那国に至

の本土業者にわたっていく。地元企業は

の錚々たるメンバーが名を連ねていた。そ

る南西諸島全体をくまなく調査した。そこ

躍起になって関連事業受注に向けて画策

の一人である外間守善氏は、現在の天皇

で多様な地域性を目の当りにする。また、

し、当社も時代の流れに乗り遅れまいと

陛下が皇太子のときに古謡をご教授する

ノロやユタなどへの聞き取り調査のなか

懸命だった。その結果、公園外ではホテ

立場にあり、実はそのときに宮内庁に対し

から、沖縄の屋敷や集落構成が神事と密

ルムーンビーチの設計や北部縦貫道路・

ておもろ植物園の構想を伝えていたという

接に関わっていることに改めて気づかされ

伊芸サービスエリアの設計という果実を得

経緯がある。これを聞いた三好勝彦氏
（当

た。

ることができた。

時建設省都市局公園緑地課長）の、
「植

そうそう

海洋博覧会のパビリオン群は、それぞ

物展示だけでなく沖縄の古層の村を再現

れの国や企業により独自に設計が進めら

してはどうか」という提案がおきなわ郷土

れていた。当社が海洋 博覧会 会 場で携

村につながるのである。

調査計画の基本理念に、このようなフ
レーズが残されている。
「本 計画は記念公園計画の一環とし
て、沖 縄における村の生 活 空間の原点

吉川らがまず取り組んだのは、郷土村・

（ルーツ）を表現しようとするものである。

の設計であった。その経緯については第

植物園をつくる意義であり基本理念であ

〈中略〉郷土村やおもろ植物園に表現さ

1 部Ⅱ章に掲載している。

る。そこで高良倉吉氏ら若手の研究者に

れるべきものは、民家や広場の配列を通

集まってもらい、膝を突き合わせて何度も

してみられる空間秩序の特殊性であり、

議論を重ねた。この議論のなかから整備

またそこに感ぜられる沖縄の人たちの村自

わったのは、主には
「迎賓館」と
「海浜公園」

海洋博覧会から国営公園へ

のコンセプトが生み出されるとともに、そ

体から生まれた“こころ”であろう。
〈中

海洋博覧会は、開 催後も沖縄振 興を

の後の国建が沖縄の歴史文化に関する業

略〉沖縄の現在のもとのすがた、発生源、

リードするような跡地の有効利用が望ま

務を展開していくための土台となるネット

即ち根を原点と呼べば、歴史的な興味と

れていた。この跡地を含む本部半島全体

ワークが築かれた。

ともに、それは現在の混沌としたコミュニ

にディズニーランド張りの巨大テーマパー
クや滞在型リゾート地を整備する構想も
取りざたされていた。

ティの空間構成に古くて新しい問題提起

沖縄のこころを後世に伝える

を行うことができるかもしれない」
。
つまり彼らが当時、郷土村や植物園に

結果として博覧会後の跡地は、都市計

その頃、米 軍施 政下の基 地建設や復

表そうとしたものは、
沖縄の空間に宿る
“こ

画法にもとづく国営公園として整備される

帰後の振興開発の影で、沖縄本来の姿が

ころ”であり、スタッフに課されたのは、
海洋博覧会跡地に描いた夢の形
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復元された古民家
おきなわ郷土村・おもろ植物園

歴史研究の粋を結集した議論をもとに、

のように様々な人々の協力と、未来に託し

見本園計画・設計について、1978 ～ 79

沖縄の原風景であり心性をプランとしてま

た沖縄の魂が込められているのである。

年に受注する機会を得た。業務を担当し

とめあげることであった。それは単なる観

それから 30 年後の現在、県内で原形

光客向けの施設ではなく、沖縄の県民に

をとどめている集落はほんのわずかとなっ

見本園の計画地は北西～南東に細長い

向けた未来へのメッセージにほかならな

てしまった。その一方で、郷土村に残され

形状で、管理に手のかからない安定した

かった。一設計業者として振興開発を進

た沖縄の原風景は観光施設としても学術

生育環境が求められていた。海洋博公園

めていくことを使命としながらも、
「沖縄

研究においても価値の高いものとなり、

敷地は海岸部にあり、最大の課題は潮風

のこころ」を未来につなぐことを忘れては

なにより沖縄県民に忘れかけた沖縄の
“こ

対策だった。そのため地形や微妙な環境

いなかったのだ。

ころ”を思い起こさせる場所として、これ

条件を読み取り、北風があたる最前線の

からも貴重であり続けるだろう。

北側から耐潮風性の高い在来種を順に配

しかし、図面や設計書が残されている
わけでもなく、古民家をできるだけ忠実
に再現するための実施設計は困難を極め
た。南西諸島全域の調査の際には、古民

し、背後の空間を安定させていくゾーニン

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

グを検討した。これは、地域の環境に逆
らわずに自然の摂理をうまく利用するとい

家の床下までもぐりこんで実測したことも

熱 帯・亜熱 帯 都市 緑化 植物園は、都

う本間氏の考え方が基底になっている。

ある。又吉委員が提供してくれた古民家の

市緑化技術の普及啓発を図り、熱帯・亜

都市緑化植物園のこの緑化技術は、技

記録図や棟梁たちへのヒアリングから少

熱帯諸国との技術交流の場となることを

術研修・指導をとおして普及啓発が進み、

しずつ前進する毎日だった。

目的として建設されたものである。約 9

沖縄の緑化技術の向上に大いに役に立っ
たと評されている。

材料の調達にも悩まされた。チャーギ

㌶の敷地に、300 種の熱帯植物が自然

は県内にはほとんど残っておらず、屋敷囲

の状態で見学できる見本園、みどりの相

なお、建築物については、管理棟をは

いに利用されていたテーブルサンゴは採取

談コーナー、みどりの図書室などが設置

じめ園内のいくつかの建物を建築設計部

が禁じられていた。そのため石灰岩を利

され、1990（平成 2）年 10 月に開園した。

の平良啓らが設計している。

用するのだが、経年感を醸し出すために

沖縄戦で自然植生の多くが失われ、荒

石垣に芋の煮汁をかけることもした。南

廃林野の復旧による原風景の再生や観光

北に長く植生も異なるため、奄美と与那

地としての修景植栽が求められていた。

国では利用する竹の種類が違うという課

だが沖縄では海洋博覧会以後も緑化技術

2002（平成 14）年にオープンし、年

題もみつかった。茅葺きの茅の量など「馬

が確立したとはいいがたい状況であり、

間約 300 万人もの入場者―― 沖縄に訪

20 頭が積める分」などアバウトな目安し

道路植栽をはじめあちこちで植栽しては枯

れる観光客の実に半数近く――が訪れる

か得られずに往生した。

れ、枯れては植栽しを繰り返していた。当

沖縄美ら海水族館は、名実ともに沖縄観

奇跡の建造物―― 美ら海水族館

それでもなんとか竣工にこぎつけ、園

時の
（財）海洋博覧会記念公園管理財団
（以

光をリードする施設だといえよう。世界最

内に再現された集落の御嶽や神道などに

下では公園管理財団）の理事であった本

大規模であり、その後の水族館設計の潮

魂 を込めるため、近くの具志堅集落から

間啓氏は、沖縄の気候・環境にあった植

流をつくった施設であることは誰もが認め

神人にお越し願い、
実際の神事を執り行っ

栽技術を広めていこうと植物見本園を計

るところである。

た。植物園を含む郷土村の建物には、こ

画した。当社は、この都市緑化植物園の

まぶい

かみんちゅ
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たのは開発部の崎山らである。
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“奇跡の建造物”とまでいわれたこの

第二部

プロジェクト余話

國場幸房のスケッチ

実施設計外観パース

美ら海水族館実現の陰には、超えなけれ

てもないチャンスであった。旧水族館に

ばならない数々の壁と、これに挑戦する

限界を感じていた内田館長の頭にあった

技術者たちのドラマがあった。

のは、
「サンゴの浅瀬」
「黒潮の流れ」
「琉

沖縄の海は世界屈指の美しさを誇る。

球トラフ、沖縄海溝などの深海」という

例え悪天候であっても、沖縄に来る人々す

ミュージアムとしての水族館

新 水 族 館の計 画が持ち上がるように

3 つの顔を持つ沖縄近海の生態系をその

べてにその魅力を伝えたい――これが発

なったころ、海洋博公園（国営沖縄記念

ままに再現することだった。3 匹のジンベ

注者サイドの強い思いだった。設計者サ

公園海洋博覧会地区に改称）は 1975 年

エザメが泳ぎ、繁殖もできる水槽。それは

イドに課せられたのは、沖縄の海をどのよ

の博覧会開催から 20 年が過ぎ、施設の

来館者を喜ばせることだけではなく、水槽

うに再現し、魅せ、体感させるかであり、

老朽化、入場者数の伸び悩みが課題と

に入る魚たちに満足な暮らしをさせること

多様な海の魅力を凝縮したリアルな水族

なっていた。博覧会当時に建てられた旧

でもあった。

館として、ゾーニングや動線をデッサンす

水族館は有名な建築家である槙文彦氏の
設計で、当時としては最新の設備であっ

それはまさに沖縄の海を切り取ること
にほかならなかった。

る作業は連日深夜まで続いた。
実施設計からは國場幸房が加わった。

た。だが、海洋国家である日本は水族館

当社も、沖縄のシンボルである海を凝

傾斜した地形を利用し期待感を高める動

の数も質も世界トップクラスであり、国内

縮した建造物に大きな意義を感じ、基本

線を確保するためにはどうすべきか、従来

には大規模で高度な水族館が次々と誕生

計画から参加させてもらった。実施設計

の水族館にない新しい神秘的な演出方法

し、旧水族館の魅力はいささか色あせて

にあたってはエスキース競技となり、全社

とは何かなど、幸房の何枚ものイメージス

いた。

をあげてこれに取り組んだ。水処理や飼

ケッチが始まり、それを安谷健や新元弘

「やはり沖縄の水族館が日本一である

育設備関連に関しては㈱ 環 境設 計事務

行らスタッフが具体的な図面へと仕上げて

べきだ！」、
「いや復帰 30 周年事業として

所、展示・演出に関しては都市文化研究

いった。来館者の目線で設計するために、

世界一の水族館をつくろう！」と公園関係

所＋久光都市文化研究所の協力を得て、

模型によるシミュレーションも必 要だっ

者の間では議論が白熱した。新水族館の

当社は建築デザインや一般電気と機械の

た。幸房の設計は、模型をつくって建設

構想は、沖縄の海の魅力をそのまま再現

設備設計、それに全体計画のとりまとめ

後の空間を 3 次元のパースペクティブで

し、来客に豊かな時間を過ごしてもらうと

を担当した。

確認しながら進められる。このときもス

いうもので、
「沖縄から世界へ、心に残る

これからの水族館とはどうあるべきか、

ケッチをもとに図面から模型をおこし、来

感動を届けよう！」というコンセプトが導

生態系をどうやって再現するのかなど連日

館者になったつもりで建物を見上げ、現

かれた。全体像は「海洋楽園 オーシャン

に及ぶ議論、試行錯誤を経て何度も描き

場に行っては実際のスケール感や見え方、

ワールド」と位置づけられ、見て・聞いて・

なおしたエスキース。その結果、ひとつ

周辺景観との調和などを何度も確認しな

触れての 3 要素が盛り込まれた水族館建

の提案にたどり着いた。この夢に賭ける

がら実際の設計にフィードバックしていく

設がスタートした。

スタッフの思いが通じたのか、幸運にも美

という作業が続けられた。

ら海水族館の設計・監理に携わる機会を
沖縄の海をありのままに――。

得ることとなった。

色とりどりのサンゴや大海原を棲家とす
る回遊魚など、様々な海の生き物の居住

構想当時、水族館の館長であった内田

空間を水槽の中に再現するのは、容易な

栓三氏にとって、新水族館の建設は願っ

ことではなかった。3 つの海の生態系に
海洋博覧会跡地に描いた夢の形
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入水式の様子

建設途中の水族館

はそれぞれにあった環境が必要であり、サ

重機で地道に作業せざるを得ない。この

伸べたのは、香川県のアクリルパネルメー

ンゴの生息のための日光の取り込み、
水質・

ため造成工事に 1 年を要した。

カーである日プラ㈱だった。パネルを現場

水温の維持管理などデリケートな環境管
理が要求される。世界一の水族館をつく
るためには、建物の細部・設備の細部に

黒潮の海を切り取れ！

わたり、技術的な課題が山積みであった。

水族館は、イノーの生き物たち～サン

だという。ちょうど鹿児島県で現場溶接
が行われていたのでこれを視察し、その説
明を聞いた西川所長のご英断により不可

数々の課題のなかでも水質は魚たちの

ゴの海～熱帯魚の海～黒潮の海～サメ博

生命線であり、海水の取水施設は水族館

士の部屋～深層の海という具合に磯から

水族館の概念さえ変えたこの技術は、

にとって人間でいえば血液を送り出す心臓

深海へと向かう動線となっている。その

高さ 8.2 ㍍、 幅 22.5 ㍍、 厚さ 60 ㌢、

のようなものである。できるだけ自然のま

なかでも一番の魅せ場となるのは、ジン

総重量 130 ㌧という巨大なアクリルガラ

まの生態系を再現するには、常に新鮮な

ベエザメ、マンタ（オニイトマキエイ）
、回

ス 7 枚を精巧な技術で一枚につないだも

海水を供給し、潮の流れをつくり出さなく

遊魚など 80 種にも及ぶ魚たちが乱舞する

のだ。これは世界最大のアクリルパネルと

「黒潮の海」であった。内田館長が求め

して、また水族館最大の窓として、当時

てはならない。

能が可能になる。

そこで大容量の取水が可能な導水管取

たのは、ジンベエザメの成魚のペアが収

のギネスブックに公認された。このパネル

水方式を採用した。導水管の敷設ルート

容できて繁殖を可能とすることであり、特

製作には実に 500 日を要したとされてい

はサンゴの分布や漁業権などに配慮して

に自然の海でしかみることのできなかった

る。できたパネルは順次搬入して現場内

決め、水温の安定した海水を得るために

ジンベエザメが餌を食べる姿をみせること

で接合し、油圧ジャッキで 1 日に 7 ㌢ほ

取水口は沖合 350 ㍍、水深 20 ㍍の位

にこだわった。

ど水平に動かしながら水槽の正面部分に

置に設置した。これに連結する導水管の

最大で 9 ㍍に達するジンベエザメだが、

はめ込んだ。

敷設工事はセミシールド工法が用いられ、

餌を採るときには体を垂直にして口を水面

黒 潮の海の大 水槽は、自然 光による

沖合 201 ㍍の地点までダイバーによる敷

に向ける。そうすると 10 ㍍の深さは絶対

光の演出が可能なように水槽上部に電動

設作業が行われた。水質や水温を管理す

だ。また体長の 3 倍以上の遊泳 距離が

ルーバーを設けている。アクアルームやド

る電力を安定して供給するために、常用

条件となるため、35 ㍍という広さがどうし

リンクコーナー、観覧デッキ、シアターの

発電所を設けてもいる。これらの水質処

ても必要であった。

窓など、来館者が様々な角度から大水槽

理設備導入については、社内・社外から

水槽のパネルに補柱をつければ簡単で

援軍にかけつけた設備設計者の技術なく

ある。けれど、一枚の大きなスクリーンで

して実現は困難であっただろう。自然の

広がりを表現したいと幸房は思った。その

2001（平成 13）年 11 月 15 日、40 社

生態系を人工的につくり出すのは容易で

ためには 7,500 ㌧もの膨大な水量の水圧

以上からの関係者や報道陣らが見守るな

はないことを改めて思い知らされた。

を眺めることができるように配置にも工夫
を凝らしている。

に耐えつつ、内部の水中空間がクリアに

か、ごうごうという爆音と水煙を立てて夢

また、建設地は琉球石灰岩の斜面で、

みえる“透明な擁壁”が必要だった。もち

の巨大水槽に海水が流れ込んだ。
「バン

世界一の水槽を収めるには石灰岩を削っ

ろん来館者の安全性は完璧に保障しなく

ザイ！バンザイ！」と大歓声が響きわたる

て整地するしかないのだが、隣接する旧

てはならない。

その場には、幸房はじめ、基本設計から

水族館の魚たちに影響を与えないように
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で溶接し 1 枚につなげばなんとかなりそう

海洋博覧会跡地に描いた夢の形

無謀とさえ思えるこの挑戦に手を差し

関わってきた福田俊次や安谷など国建ス

第二部

黒潮の海大水槽

プロジェクト余話

ゲートから伊江島を望む

タッフの誇らしげな姿もあった。夢が現実

提案・設計したが、これも単なるモニュメ

になった瞬間であった。

ントとしてだけでなく、日差しの強い沖縄
で歩行の快適性や清涼感を醸し出し、利

「望ましい未来」へと
進化を続ける公園

用者から好評を得ている。
美ら海水族館オープン以降も、海洋博

こうして 4 年の歳月をかけてできあがっ

公園は新しい試みを続け、望ましい未来

た美ら海水族館は、オープンから 8 年を

へと前進している。今後も沖縄観光をリー

経た現在も、沖縄で最も人気のスポット

ドし続ける公園の進化に少しでも貢献で

として多くの観光客を集めており、日本全

きる機会に恵まれるよう、当社もエンジニ

国人気水族館ランキングでも常に上位を

アとしての挑戦を続けていきたい。

巨大水槽のギネス認定証

占めている。訪れる人々はこのスクリーン
の前で、誰もが言葉を失いただ魚たちを
みつめる。日常のストレスから解放され、
しばし魚になる。そうまさにここは黒潮の
海の中だ！
「海――その望ましい未来」をテーマ
に開催された海洋博覧会。その 30 年後
に美ら海水族館という輝かしい未来を創
りあげた多くの関係者に感謝の意を込め

アクリルパネルのギネス認定証

て、このプロジェクトの成功を讃えたい。
なお、米国のケーブルテレビであるディ
スカバリーチャンネルが「奇跡の建造物シ
リーズ」で美ら海水族館について番組制
作しており、2006 年から世界中で放映さ
れていることにもふれておきたい。
◇

◇

◇

オープン翌年の 2002 年、当社は公園
中央階段のリニューアル実施設計も行って
いる。中央階段は公園の目抜き通りとも
いえることから景観に配慮し、特にイノー
の海の景、伊江島の景、階段の下からの
見上げ景などいくつものパターンを検証し
た。また、イルカミストという噴霧装置を
海洋博覧会跡地に描いた夢の形
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