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
首里城は約450年間にわたる琉球王国の王宮であり、政治、外交、儀礼などの栄華を築いてきた。
1879（明治12）年の琉球処分による王国崩壊後も、
旧国宝に指定されるなど文化財として生き続けていた。
しかし1945（昭和20）年、沖縄戦での激しい攻撃により
首里の丘にあった文化的遺産はすべて灰燼に帰してしまう。
琉球王国の技術の粋を集めた首里城の復元は、
歴史・建築・土木・工芸などの技術が結集した巨大プロジェクトである。
当社では、計画当初から現在にいたるまで、多くの専門家とともにこれに携わってきた。
以下は琉球王国の象徴たる赤き城の復元に関わる当社の記録である。
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国営沖縄記念公園首里城地区管内図
出典：
『平成 19 年度事業概要 国営沖縄記念公園』内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所（2007 年）

復元に向けた動き

に伴う跡地利用計画が沖縄県や那覇市な

博覧会記念公園があった。一県に二つの

どの手で進められていた。このようななか、

国営公園を整備した事例はなかったため、

沖 縄戦での首里城の損壊は甚大だっ

首里城一帯を公園とする案が次第に有力

植木構想では、海洋博覧会地区と首里城

た。日本軍が首里城の地下に司令部壕を

化し、1982 年には琉大跡地利用計画が

地区を一つにした「国営沖縄記念公園」

おいていたので、米軍艦ミシシッピなどか

策定され、首里城跡を中心とした史跡指

と総称することを発案した。そうして翌年

ら“鉄の暴風”を受け焼失した。また、

定区域の戦災文化財の復元と史跡周辺

度の沖縄開発庁予算案に首里城正殿基

このときの戦闘で城下の首里の町並みや

の公園整備が位置づけられた。このよう

礎調査費が計上されるのである。

宝物・文書などの文化財が破壊された。

な動きを踏まえて、同年に策定された第 2

戦後、首里城の跡地には琉 球大学な

次沖縄振興開発計画では、
「首里城跡一

どが建てられた。しかし、首里城周辺の

帯の歴史風土をいかしつつ、公園としてふ

かつての古都の面影はよほど沖縄県民に

さわしい範囲を整備していく」と明文化さ

とってなくてはならないものだったのだろ

れた。

復元事業の予算のやりくり
実は首里城復元には、当時の文化財関
係者の間で少なからず反対意見があった。

う。1957（昭和 32）年から守礼門、円

1984 年には沖縄県により「首里城公

少ない文化財行政の予算のなかで、首里

覚寺総門、園比屋武御嶽石門などの復元

園基本計画」が策定され、首里城跡を中

城復元という途方もない事業が新たに加

修理が始まった。そして復帰の翌年にあ

心に龍潭、円覚寺跡などの範囲を含む約

われば、他の文化財保護はたちゆかなくな

たる 1973 年には、屋良朝苗初代沖縄県

18 ㌶を歴史的公園として保全・整備を図

るという不安からだった。

そ の ひ ゃ ん

知事が会長となる「首里城復元期成会」

るとされた。この構想を受けて、
同年 6 月、

ところが、首里城の復元は国の直轄事

が発足した。復帰後は期成会の陳情が効

「自民党政調会沖縄戦災文化財復元等に

業である国営公園事業として行われること

を奏し、沖縄復帰 10 周年記念事業とし

関する小委員会」
（委員長・植木光教氏）

となり、文化財行政予算とは別枠の事業

て首里城 城郭等復元整備事業が認めら

が、首里城跡地を沖縄の本土復帰を記念

費を活用することができた。これが首里

れ、歓会門や久慶門の復元が進められる

する国営公園（ロ号公園）として整備す

城復元を大きく後押しする。

こととなった。

るという構想を発表した（いわゆる植木構

かんかいもん

きゅうけいもん

他方、1967 年から 1982 年の長きに
わたり琉球大学の移転が検討され、移転

想）。
しかし、県内にはすでに国営沖縄海洋

その後 1986（昭和 61）年には、首里
城公園のうち首里城跡の約 4 ㌶の区域を
国営公園区域として、その周辺区域を県

用語解説：国営公園（ロ号公園）
「国家的な記念事業として又はわが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地」とし
て位置づけられている（都市公園法第 2 条第 1 項）。
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外郭城壁

瑞泉門ごしに正殿方向を望む

首里城正殿

営公園区域として整備することが閣議決

に、国営公園部分の調査・設計もスター

場の壁に貼るまでの準備が大変だった。

定され、復元整備事業がスタートした。

トした。1986 年に「国営沖縄記念公園

委員会開始数分前にホテルに駆け込み、

これにしたがって国営と県営の公園区域

首里城地区基本計画」が、1987 年には

エレベーターでガムテープを切るような攻

の事業区分が行われ、国営公園区域は沖

「首里城地区基本設計策定業務」が行わ

縄総合事務局が事業を行うが、正殿を除

れた。公園全体の計画策定と施設の核と

く御 庭 とその周りの建物は、
（特）住宅・都

なる正殿の調査・設計は、全国の国営公

市整備公団（現（独） 都市再生機 構）の

園の実績を持つ㈳日本公園緑地協会が受

設計担当者加わる

所管となった。また、首里城を取り囲む

注した。当社とあい造園設計事務所は、

開発部が公園計画を検討しているとき、

城壁の復元整備は沖縄県教育庁、県営公

協会のワーキングスタッフの一員となり、

建築設 計の担当者は建物に関する情 報

園区域の整備は沖縄県土木建築部が行う

公園計画は吉川と宮城、それに山口氏が

を集めていた。首里城のなかでも特に正

ことになり、多くの機関が首里城復元に

担当することとなった。また、これらの計

殿の復元は規模が大きく、特殊性が高い

関わることになった。

画策定にあたっては学識経験者と関係行

ことから念入りに行われた。1985（昭和

政機関による「首里城公園懇談会」が開

60）年頃のことである。

う なー

公園計画の裏側で…

海外部の部長だった中本清は海洋博公

当時は首里城地区の出先機関（現在の

園の「おきなわ郷土村・おもろ植物園」

当社はこの事業に関して、琉球大学の

首里出張所）が開設されていなかったた

の設計経験から担当者に任命されたが、

跡地利用や沖縄県立芸術大学の整備計

め、調整は沖縄総合事務局の公園担当で

他のスタッフの選出に頭を悩ませていた。

画の調整から関わっていたが、より本格

ある小塚雅史公園調整官が対応した。打

結局、巨大プロジェクトを前に自ら手を挙

的には前述の「首里城公園基本計画」か

合せは委員会ギリギリまで行われ、小塚

げたのは福島清、平良啓の 2 人だけだっ

ら参画した。当初は、開発部の吉川清の

調整官と石原憲一郎国営沖縄記念公園事

た。福島は東京での社寺建築の経験があ

もと、崎山正美や入社したての宮城榮治

務所長が前日に当社を訪れ、深夜まで会

り、平良は木造建築未経験者だったが、

が担当として配置され、㈱あい造園設計

議室に詰めて委員会資料に朱を入れてい

好奇心旺盛な若手であった。首里城のよ

事務所の山口洋子氏（現㈲ MUI 計画）

くこともあったという。

うな大規模な琉球建築は誰もが初体験で

の協力を得て調査を進めた。この共同作

この頃までの委員会資料は、手書きし

業から首里の水系・スカイラインを重視し

たものをタイプ業者に依頼して打ちなおし

た考え方が生まれ、
「首里杜構想」として

てもらっていた。那覇市泊にあった業者

建築スタッフがまず手がけたのは、正

結実した。また、沖縄県の担当職員と一

に夜まで待機してもらい、B4 版で 50 ～

殿復元に必要な建材の入手について調査

緒に汗だくになって首里城周辺を踏査し、

60 頁になる原稿を宮城がタクシーで持ち

することだった。正殿の構造材には大量

位置境界未定区域の土地境界を線引きし

込み、翌朝の委員会に間に合わせた。急

の太径木が不可欠だったが、県内では調

たが、これは都市計画決定に必須の作業

ごしらえで作成したため誤字脱字も多く、

達できないため、日本国内の復元建築物

だった。

す い むい
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かれ、幅広い意見が交わされた。

防を繰り返した。

あり、手探りの状態からプロジェクトは始
まった。

委員会当日は恥ずかしい思いをしたらし

で実績のあるタイワンヒノキはどうかと取

1985（昭和 60）～ 86 年の沖縄県文

い。また、空間構成を説明するため大量

りざたされていた。長さ約 8 ㍍の柱や梁な

化課による正殿跡遺構発掘調査を皮切り

の図面が必要で、その作成から委員会会

どかなりの材木量が必要で、しかも加工

首里城を復元する

第二部

プロジェクト余話

古写真を分析する平良

正殿下庫理

模型を製作するスタッフ（蔵当、土本、伊良部）

前に十分な乾燥・養生を行わなくてはなら

国時代の正殿の姿を建築的に甦らせるこ

当初からの作業課題だった。尚家文書の

ず、工事着工前の事前購入が要求された。

とである。しかし、当初は昭和初期の写

目録には「百浦添御普請日記、4 冊

道

1986 年に中本、平良が台湾に赴き調

真や断片的な記述しかなく、王宮として使

光 22 年同 26 年」という 4 冊の文書が

査した。当時の台湾はタイワンヒノキの

われていた頃の、特に建物内部の情報が

あるが、これは 1846 年の正殿重修に関

伐採量を制限しており、木材価格の大幅

なかったため、基 本設 計に入ってからも

する一連の記録であり、復元に必要な情

な高騰が予想されたが、宜蘭市内の木材

継続して資料を集めている状況だった。

報が数多く含まれている可能性を高良氏

業者が材料調達を約束してくれた。これ

そんなある日、
『沖縄文化の遺宝』
（鎌

は指摘していた。しかし当時の尚家文書

は予算確保に尽力した小塚公園調整官の

倉芳太郎著）を眺めていた福島がある口

は非公開であり、所蔵者の尚裕氏のガー

苦労の賜物でもあった。それから数年後

絵を発見した。その口絵は正殿の唐破風

ドも固いため、閲覧は簡単ではなかった。

の買付価格は約 3 倍に高騰しており、も

部分の絵図で、横にくずし字が記されてい

その局面を打開するため、高良氏と吉

し事前購入が遅れていたら、経済的にも

るものだった。これまで何度となく目を通

川は尚氏と個人的に親しい徳永盛保氏に

大きな損失を負うところだった。

していたつもりだったが、この口絵は見過

相談を持ちかけ、斡旋の労をとっていた

中本は、孟子の「天の時は地の利に如

ごしていた。これは『百 浦添御 殿普請付

だいた。徳 永氏のおかげで 1987（昭和

かず。地の利は人の和に如かず」という

御絵図并御材木寸法記』
（以下では『寸

62）年とその翌年に尚氏にお会いでき、

言葉が首里城の復元プロジェクトを象徴

法記 』）と題され、1768 年に正 殿が 改

やがて正殿重修史料を利用させてもらう

していたと回想する。復帰 20 年という節

修されたときの記録だった。

ことになった。尚氏との約束で外部に漏

ももうらそえ うどぅん

かんこう

目の天の時、琉球でしかできないという

高良氏のリサーチにより、鎌倉氏所蔵

れないように箝 口令が敷かれたなかで、

地の利、そして国建スタッフや行政担当

の絵図は県立芸術大学に寄贈されている

当社の会議室やホテルの一室を借り切っ

者の人の和が数々の奇跡を生んだ。材木

ことがわかり、その全容にふれることが

て、高良氏の指導のもと解読作業に没頭

調査はその序章だともいえるだろう。

可能となった。寄贈された氏のコレクショ

した。このとき写真複製本を利用させて

ンのなかには、古文書を記した膨大なノー

もらったが、吉川は桐箱を用意してこれを

ト類、儀式のレイアウトを示す絵図、写

丁重に扱った。

様々な歴史資料の収集

真のガラス乾板など貴重な資料が数多く

なお、この尚家史料は 1995 年に尚氏

集めた正殿に関する情報は、
当社スタッ

含まれていた。なかでも『寸法記』は王

から那覇市へ寄贈されており、2006 年

フとともに歴史家の高良倉吉氏（当時浦

国時代の正殿を再現するためにはなくて

には美術工芸品とともに「琉球国王尚家

添市立図書館長）がデータ解析を行った。

はならない一級史料だった。正殿の情報

関係資料」として国宝に指定されている。

のちに高良氏は著書などで「国建は首里

を喉から手が出るほど欲していたときに鎌

城症候群のアジト」と表現しているが、復

倉氏のコレクションが利用できたことで、

元に必要となる写真や絵図、古文書など

正殿の設計は一挙に進展した。工期に追

正殿の設計

ありとあらゆる情報が、当社に集まること

われるスタッフにとっては奇跡ともいえる

このような関係者の協力や史料収集過

となった。

タイミングだった。

正殿復元の大きな課題は、写真や絵図、
関連記録を丹念に組み合わせて、琉球王

程を背景に、1986（昭和 61）年から実
質的な正殿の設計がスタートした。1987

また、尚家関係史料を活用することが

年は正殿予備設計の作業で、意匠の細部
首里城を復元する
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史料研究会

正殿工事

正殿唐破風工事

についても検討を加え、実施設計までの

を崩す者もいたほどである。
基 本設 計、予 備設 計、実施設 計で検

からは、複数の作業が同時並行で進めら

からは設計内容がより細分化され、実施

討した内容の図面は、正殿だけでも意匠、

れていた。当社においても部署間を横断

設 計委員会の下に木造、彩 色、瓦類、

構造、設備、外構に分かれており、全部

したり関係機関と連携したりしながら、

彫刻の 4 部会を設置し、それぞれ専門家

で百数十枚にのぼった。現在は CAD を

1992 年の開園に向けて全力を注ぐ毎日

に参加してもらいながら、設計が進められ

使ったコンピュータで設計できるからいい

だった。当時、首里城復元プロジェクト

た。

が、この頃は手書きで一枚一枚描かなけ

に従事したメンバーには、先にあげた吉

丘陵地にある正殿に及ぼす風の影響が

ればならなかった。使用する用紙はトレー

川、宮城、中本、福島、平良、原田に加

懸念されたため、木造部会では模型を使っ

シングペーパーではなく、保存を考慮して

え、建築設計は伊良部一史、新里博文、

た風洞実験や、伝統的な継手・仕口の原

和紙を用いた。しかも大規模木造建築物

仲間功、土本俊和、町憲二郎、構造設

寸大模型での強度実験を行った。瓦類部

の図面であるため、屋根伏図や立面図、

計は新城安雄、下地克義、仲宗根昭、

会では瓦や磚 などについて、県内各種の

矩 計図などはかなり手間がかかった。瓦

設備設計は宮城勝、喜友名徹、それに開

原土での焼成実験にもとづく色調や性能

や壁板のライン、大龍柱などの彫刻物の

発 企画室の真久田正、牧原修一、土木

を確認した。彩色部会では各部塗装・彩

ように丁寧さが要求される図面も多かっ

設計部の根間永仁などがいた。

色の色調、材料、文様、工法について細

た。図面は主に原田久男が担当し、一部

1990 年からは中国福州市と那覇市と

部にわたる検討が加えられ、さらに彩色

は県外の社寺建築専門会社に協力しても

の友好都市事業である「福州園」の設計、

技法や文様などの事例調査として、中国、

らった。

1992 年から NHK 大河ドラマのセットと

せん

かなばかり

韓国、国内へ相次いで出かけることになっ

こうした多岐にわたる作業の積み重ねを

して使われた「スタジオパーク琉球の風」

た。彫刻部会では資料分析にもとづいた

設計図や材料調書、工事仕様書などにま

の設計及び工事監理も当社で受注するこ

各部形態の究明が進められ、大龍柱や唐

とめ、3 年間の正殿設計作業が終了した。

ととなり、一息つく間もなく、福島や伊良

破風妻飾などの下絵と石膏模型が次々と

正殿の建設工事は 1989 年から開始され、

部などが担当することとなった。スタジオ

制作されていった。

平良が約 3 年もの間現場に常駐した。

パークの建物に展示する小道具の収集と

年 3 回の委員会だけでも事前 打合せ
や資料の準備でハードな業務だったが、
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これらが始まる 1987（昭和 62）年頃

与条件を整理した。1988 年の実施設計

たい き

進貢船
「泰期」の引き渡し式を兼ねて、ヨッ
トマンでもある真久田が中国、香港、台

専門部会が設置されたことで、その年度

首里城開園へ

内には 20 数回の会議と各種調査・実験

正殿の設計作業が佳境にさしかかるな

1992 年 11 月、正殿をはじめとした主

が行われることになり、忙しさはピークを

か、当社は（特）住宅・都市整備公団より

要な施設が首里城公園として一部開園し

迎えることになった。当社の作業スタッフ

北殿・南殿・奉神門などの御庭周辺の建

た。
「地元沖縄だけでなく、県外の方々の

も 10 名ほどになり、専門部会ごとに専任

築物の設計を受注した。また、国営公園

知恵と技術が結集したのが首里城。両者

者を配置し分担できるようになってはいた

区域の造 成、造園・植栽、利用運営計

の力を十分に発揮できたので現場もとて

が、設計事務所が行うには特殊な業務で

画などもスタートし、県営公園区域では、

もいい雰囲気だった」と、現場監理を担

あり、残業・徹夜が絶え間なく続いた。

首里杜館の建設などの周辺整備も行われ

当した平良は語る。

プロジェクトから離脱する者や身体の調子

るようになった。

首里城を復元する

湾を歴訪したのもこのときだ。

同年 9 月に福州園、10 月にスタジオ

第二部

プロジェクト余話

鬼瓦の取付

正殿の現場にて（左端が福島、右端が平良）

木曳門完成記念

パークもオープンした。3 つのプロジェク

年度で行われ、工区別にスライドしていく

できる場がつくられたことは、県内でも首

トに関わった福島は、
「3 人娘をいっぺん

ため、前年度工区の復元石積みと翌年度

里城が初めてだといえよう。その主要メン

に嫁に出したような気分を味わった」と当

工区の発掘遺構とがうまくかみ合わない

バーに当社の社員が名を連ねることがで

時を回想している。

場合もあった。そのときには、施工業者

きたのは、技術的にも人材ネットワーク的

に頼み込んで積みなおしをしなければなら

にも大きな意義を持つ。又吉真三氏や山

住宅・都市整備公団公園緑地部、㈳日本

なお、沖縄総合事務局開発建設部、
（特）

ず、公園事業の迅速さと文化財復元の厳

里銀造氏といった文化財の復興に尽力さ

公園緑地協会及び当社の 4 者が、
「首里

密さのバランスには大変苦慮した。発掘

れた先人方から承継した技術や琉球建築

城の歴史的建造物の復元整備」という一

調査はのちに事業に先行して行われるこ

に対する思いは、当社が今後とも大事に

連の作業で、日本建築学会賞の業績賞を

とになり、こうした課題は解消される。

すべき資源だろう。

1997 年に受賞している。

城郭の復元と県営公園区域

息の長かった城壁の復元も、宮良一高、

首里城の復元を引き金に、文化財の復

高木紀夫、新垣 允啓、根間永仁、具志

元整備事業が全県的に広がりをみせるよ

堅清をはじめ多くの担当者がたずさわり、

うになった。首里城で当社が蓄積した技

2001 年には完了した。

術をいかすことにもつながり、この点では

沖縄県が 所管した城 郭の復元整備と

沖縄県都市計画課が所管した県営公園

恵まれていたといえる。首里城の建築技

城郭の外側にある県営公園区域の設計で

公園事業では、龍潭の浚 渫、沖縄県立

術は、城や社寺などの日本本土の木造建

は、当社の土木設計部が長期にわたって

博物館の石牆、駐車場周辺のサービスエ

築とは性質が異なり、日本建築でも未開

作業の手伝いをした。

リアや上の毛エリアなど、公園区域のほと

拓の分野であった。その設計に地元業者

せきしょう

城 郭等 復元整備事業は、先述のとお

んどの設計・監理に携わった。県営公園

として挑めたことは当社の誇りでもある。

り 1972（昭和 47）年より文化庁予算に

区域は、城内の建物や城郭と一体となっ

さらに福島、平良は、高良氏ら関係者

よる復元整備事業としてスタートしたが、

た緑豊かな空間として、歴史的風致景観

とともに、
首里城を支援する組織として
「首

1986 年の都市公園決定以降は沖縄県教

の形成に寄与している。

里城公園友の会」を設立し、個人として

育庁の所管事業（開発庁予算）として継
続された。当社がこの事業に携わるよう
になったのは、1984 ～ 85 年の久 慶門
すんがーひーじゃー

も首里城に関わる活動や調査研究を続け

首里城復元プロジェクトの意義

ている。また平良は、
「首里城正 殿の復
元と首里城を愛護する組織の活動に関す

内側にある石畳道や寒水川樋川の石垣な

復帰 20 周年にあたる 1992（平成 4）

る実践的研究」という研究論文で、神戸

どの整備からである。その後、歓会門南

年に復元・開園された首里城は、琉球王

芸術工科大学の博士号を取得している。

側から木曳門や継 世門を経て、久慶門北

国の歴史文化を建造物という具体的な形

首里城が与えたインパクトは、担当したス

側まで首里城を一周する城壁設計が順次

で沖縄県民に示した。では、この首里城

タッフを大きく成長させる力があったこと

行われた。

復元プロジェクトは当社に何をもたらした

を物語っている。

こ びきもん

けいせいもん

設計にあたっては建物と同様、発掘調
査や古写真、古絵図、古文書を分析し、

のだろう？
建築や土木技術だけでなく、歴史や考

規模や形態を決定する手法をとっている。

古、漆芸や瓦、彫刻など分野の多種多様

その後の首里城

発注の都合で発掘調査と設計・施工が単

な関係者が集まって、ものづくりに協働

1992（平成 4）年の開 園 以 降も、首
首里城を復元する
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継世門

開園式典にて

冊封儀式再現イベント

里城公園の整備は終わったわけではなく、

表2

国営公園区域を中心に継続して整備は進

年代

事項

められていった。開園前の嵐のような忙し

1945 年

沖縄戦により首里城焼失

さは収束したが、その後は建造物の設計

1950 年

首里城跡に琉球大学創設

だけでなく、展示やイベントといったソフ

1958 年

守礼門復元工事が竣工

1970 年

琉球政府文化財保護委員会が首里城郭及び周辺の文化財復元計画を策定

1972 年

第 1 次沖縄振興開発計画の中で、戦災文化財の復元を積極的に推進することが明記される

1973 年

首里城復元期成会が結成

ト事業に関わる検討も行われ、公園の管
理運営を行っている㈶海洋博覧会記念公
園管理財団からの業務も受託するように
なった。具体的には、正殿内の扁額の復
さっぽう ぎ しき

元、正月儀式や冊封儀式の再現調査、道

首里城公園の復元経緯

沖縄県文化課により、首里城城壁等復元整備事業がスタートする
1978 年

那覇市総合計画の中で、公園緑地整備の一環として総合公園の構想が立案される

1982 年

沖縄県により、琉球大学跡地利用の計画がまとまる

具飾りの復元などがあげられる。これらの

第 2 次沖縄振興開発計画に「首里城一帯の歴史的風土を生かしつつ公園としてふさわしい
範囲について整備を検討すること」が位置づけられる

業務には、国吉正史、照屋勝秀、福元真
一郎、鎌田誠史、大城涼子など開園前後
に入社した若手も加わった。

那覇市により「首里金城地区歴史的地区環境整備基本計画調査」が実施される
1984 年

沖縄県が「首里城公園基本計画」を策定し、
「首里杜構想」を公表する
自民党政調会沖縄戦災文化財復元等に関する小委員会が「首里城復元等首里城公園に関
する構想」を発表する

開園 20 周年を迎えようとする現在も、

1985 年

昭和 60 年度政府予算案に首里城正殿等基礎調査費が計上される

首里城の全園開園に向けて新しい事業が

1986 年

11 月 28 日「国営沖縄記念公園首里城地区」として整備することが閣議決定される
国営公園予定 地周辺を県営公園とすることについて庁議決定される（都市計画決定は
1987 年 2 月 27 日）

胎動している。国営公園区域では、正殿

お うち

裏側に広がる女性たちの奧の世界（御 内
ばら

原エリア）の復元に向けて、往時の建物
の究明だけではなく、展示や行催事など
の利用運営面の検討が進められている。

1987 年

3 月に沖縄総合事務局により「国営沖縄記念公園首里城地区基本計画」が策定される

1988 年

首里城正殿の設計が完了する

1989 年

首里城正殿建築工事が着手される

1992 年

首里城正殿建築工事、石積設置工事等が竣工する

県営公園区域では、沖縄県土木建築部
都市・モノレール課による県立博物館跡地
う どぅん

（旧中城御殿跡）、沖縄県教育庁文化課に
よる円覚寺跡などの整備が残されている。
沖縄を代表する都市公園として、今後
も続くこうした事業に対してこれまでつち

11 月 3 日に首里城公園（第 1 期開園部分 1.7ha）が開園する（正殿、北殿、南殿・番所、
御庭、瑞泉門、漏刻門、広福門）
1997 年

12 月 4 日首里森御嶽完成。入園者 1,000 万人達成

1998 年

継世門完成

1999 年

白銀門完成

2000 年

二階御殿、系図座・用物座、供屋、日影台、右掖門完成
7 月 22 日九州・沖縄サミットの社交夕食会が行われる

かった技術を継承し続けることが、赤き

12 月 2 日「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉
陵が世界遺産に登録

城の復元に携わった当社の責務だと肝に
銘じたい。

2001 年

首里城城壁等復元整備事業が完了する

2002 年

11 月 1 日、入園者 2,000 万人達成

2003 年

10 月 4 日京の内一部供用（0.7ha）

2007 年

1 月 27 日書院・鎖之間供用（0.1ha）

出典：『平成19年度事業概要
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国営沖縄記念公園』（国営沖縄記念公園事務所）「首里城公園」（沖縄県土木建築部）他

COLUMN

T A K A R A

K u r a y o s h i

高良 倉吉
琉球大学教授・琉球史

国建抜きに
首里城復元は語れない

首里城復元プロジェクトが比較的順調に推

の機会を持った。

進できた理由の一つに、国建という組織とそ

このような接触や協議を通じて尚氏との信

こに属する人材集団が継続的に事業に係った

頼関係を構築することができ、その年の 6 月

ことを挙げることができる。つまり、事業が進

になって尚氏から古文書の写真複製本 4 冊が

むごとに、国建という器に首里城に関する情

届けられ、絶対に公表しないことを条件に利

報や経験、認識などが蓄積され、それを基盤

用が可能になったのである。複製本は国建で

にしながらプロジェクトが進展できたからであ

保管し、私はそのコピーをもらい初めて尚家文

る。

書の内容を把握することができた。この年の

例証として、一つのエピソードを紹介してお
きたい。

私の手帳には、7 月から 10 月にかけて、
「古
文書分析計画」
「史料説明会」
「史料研究会」

首里城正殿の基本設計が煮詰まっていたこ

などの名目で国建に頻繁に出入りしたことが記

ろ、どうしても東京の尚家が所蔵する古文書

されている。いうまでもなく、福島清氏・平良

を利用したいという話になった。だが、尚家

啓氏・中本清氏らと尚家文書の内容を正殿復

のガードは堅く、誰にも閲覧を許さないことに

元にどう活かすかを検討するための会合であっ

なっていた。突破口はないものか、と思案の

た。実際、尚家文書は復元 作業に大いに役

日々が続いた。1987 年の私の手帳を見ると、

立ったのだが、そのことは私を含む復元検討

「首里城勉強会」の名目で頻繁に国建に出入

委員会のごく一部の委員と、国建スタッフのみ

りしており、尚家文書の話もその場でしばしば

が知ることであり、尚氏との約束を厳守した。

話題になっていたことを覚えている。国建の吉

この例に象徴されるように、国建は単なるコ

川清氏が、尚家の当主、尚裕氏と親しい徳永

ンサルタントや設計会社ではない。事業推進

盛保氏を介して接触することを思いついた。吉

のための核心部分に関与するほどの姿勢や情

川氏は徳永氏と昵 懇であった。徳永氏ルート

熱を持ち、それを実践できる「人材集団」な

は効果覿 面であり、しばらくして、尚氏がわれ

のである。それなるがゆえに、私は首里城復

われに会うことを承諾してくれた。吉川氏と私

元プロジェクトに深く係ることができた。国建

は早速上京し、初めて尚氏と接触することが

抜きにこのプロジェクトを語ることはできない、

できたのである。

とつくづく思う。

じっこん

てきめん

私 の 手 帳 に よる と、1988 年 2 月 21 日
（日）、日吉神社近くのキャピタルホテル東急
で会い、翌日は尚氏が指定した数寄屋橋近く
のエスカイアクラブで懇談している。そして、
同年 4 月 11 日（月）には来沖した尚氏とわれ
われは、りゅうぎんリースビルの中にあったりゅ
うぎんベンチャーキャピタルの会議室で会談

コラム

131

