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は じめに
東洋では古建築に龍を取 り入れている例が多いOなかで も中国では､麟麟､鳳風､亀 とともに四神の
中にあ り､中心的なものとして位置づけられ､建物内外の随所 に取 り入れられ王の権威の象徴にまでなっ
た｡また､ベ トナムのグウェン王朝で も､龍が絶対的なもの とされていた と言われている｡
中国や 日本などの影響 を受けた琉球王朝 も､龍 を多 く存在 させている｡首里城正殿の建物にも守護の
意味 と王の権威の象徴 として､意識 して龍が多 く取 り入れ られてお り､重要な位置に龍 を存在 させてい
る｡首里城正殿 に取 り入れ られている龍の中では､一般 に龍柱が よく知 られているが､その他にも建物
と一体化 した形になるように取 り入れ られた龍が何体かあ り､独 自の様式 を持っている｡
首里城の龍は､沖縄の地理的条件､気候風土､思想 などを基調 とした中で､諸外国との交易 を通 して
の比較 と工夫の中から生 まれた琉球王朝の美意識の表われ として､周辺諸国の影響 を受けなが らも､独
自の形態に昇華 されている｡この稿では､建物 との関係で造 り上げ られた龍について述べる｡

‑､龍柱 とは
古建築の正面階段には､守護の意味を兼ねた門衛像が造 られている事が よくあ り､一般的には獅子像
(
写真(
∋)が多 く取 り入れられている｡首里城正殿では形態 に違いはあるが､アジア諸国 と同 じ様 に龍
が取 り入れられている｡ タイ ･ベ トナム ･ラオス (
写真② )などでは､龍が階段両袖を這って くるよう
に､正面に向けて具体的に造 られているのが特徴である｡ しか し､首里城正殿の正面階段 には中国や韓
国等に見 られる石親の欄干を取 り入れてお り､欄干の親柱 として龍 を垂直 に建てた形態で構 え させ ､
｢
龍柱｣ として存在 させているC
龍柱 は､中国などでは単独 な､或いは屋根 を支える柱 に､龍が螺旋状 (
写真QX享
)
)に巻 きついた形態
をとった状態で見 られるが､首里城正殿の龍柱 は欄干に組み込 まれた親柱 (
図②)としての構造体になっ
わ ぎ▲う

うん ぎ.
Eう

ているD形態は､とぐろを巻 き鎌首を持ち上げて構 えている体勢 (図(
宣
×彰)を柱状 に表 し､阿形､畔形
の大 きな顔面が上部から脱みつけている｡
この龍柱は､かな り込み入った形をしてお り､とぐろの部分､鎌首の部分､前脚の位置づけなど､龍
の外見を一見 しただけでは確かな形態は把超 しに くい.この ように龍の形態 を ｢
柱｣ として集約 した形
状で表すことは､他では見 られない｡石材で欄干 を組み､柱上 に御子像 を置 く方法は中国などで見 られ
るが､この龍柱のような胴体部が四角柱状で垂直に建て られ､前脚 を上下に位置づけた形状は見当たら
ず､琉球王朝独 自の形式であ り､当時の美意識が表れていると考える｡
このように､首里城正殿の龍柱は､発想上では中国などの影響があると考えられるが､表現の上か ら
は､かな り昇華 された独 自の ものを打ち出 している｡同様のことは屋根の龍頭棟飾 りや､唐破風の屋根
の棟から獅子口に向い鎌首 を持ち上げ､御庭 に向いて構 える龍にも言える｡
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首里城正殿の部位 の名称

火焔宝珠

図(
か
この図は､大 きな台座の上に大龍柱が向 き合って建っているものを､筆者が大 きな台座を小 さくし､大

龍柱 も正面向きに修正 して部位の名称 を入れた｡
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写真①
古建築の正面階段 には､一般に獅子像
が多 く設置されている｡(中国)

写真③
中国でみ られる正面階段の空間構成｡
屋根 を支える龍柱､平行 な階段 と欄
干の構成｡(中国 ･曲阜)

写真④ 写真③の龍の柱 を拡大｡
屋根 を支える螺旋状の龍柱は､中
国などでよくみ られる事例である
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図②
首里城正殿の階段の欄干は､上 に小龍柱
下に大龍柱が欄干に組 まれた､他では見
られない構造体 になっている｡写真②､
写真⑤ と比較することによって､その特
徴が理解で きる｡(
筆者作成)

写真6)
中国では､階段の欄干は､下段の方が
小 さく造 られていろのが一般 的である

∴
I; :
.;･
二
.
図④
首里城正殿の龍柱は､龍が威嚇 して構 え
る体勢 を桂 として表現 している｡とぐろ､
鎌首､上下の前脚がこの中にある｡全体
の姿図を右 に示すが､潜っている後脚は
造 られず､暗示 を与えている｡(
筆者作成)

図(
卦
首里城正殿の阿形大龍柱
右側面､正面､左側面か らみた形態､胴体
部は四角柱状で太 く垂直に建つのが特徴｡
(
筆者原図)
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二､龍柱 と欄干 との関係
龍柱が取 りつけられている正面階段 には､どの様な事が考案 されているか｡特徴的なことを二点あげ
る｡
その一つは､諸外国の王宮などの建物 と比較すると､首里城正殿の規模はそれほど大 きくはな く､効
果的に見せるために遠近感のある階段 を造っている｡この階段 は､極端に開口部が広 く奥行 きが短いこ
とから機能よりも､視覚的な観点を重視 して造 られている｡つま り､階段の間口を広 く取 り､末広が り
(
写真⑥)につ くりあげた空間は､首里城正殿全体の龍の流れや方向性､大龍柱の高 さとの関係 を勘案
し､正殿 を大 きく見せる視覚上の工夫 を基 に考案 された もので､琉球王朝の美意識 と思想的背景が表わ
れてお り､諸外国 (
写真(
む)には見当たらない空間構成である.
その二つ としては､欄干に組み込 まれている親柱 としての龍柱があげられる｡階段の上には小龍柱､
下には大龍柱が､左右 に阿形､畔形の構 えをとって欄干 につながれ､それぞれの欄干の柱上 には左右六
体づつの獅子像が配置された構成になっている｡大小の龍柱の組み合わせ は階段の傾斜 との関係で考案
され､上に小龍柱､下に大龍柱 を位置づけることによって､高 さの上か らも統一感 を与えている (
写真

(
亘
×
9)
a
この二つの事は､当時の美意識､また思想的背景か らも重要な意味があると考えられるが､復元の現
況は創建当初の発想 を根底か ら崩 している｡

写真⑥
首里城正殿の階段部分である｡上段 に小
龍柱､下段 に大龍柱 と構成され､高さの
関係が工夫 されている｡
(
写真合成 ･筆者)

写真(
∋
中国の事例であるが､諸外国で も左右の
欄干が平行 な階段が一般的である.
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写真⑧
現在の首里城正殿の大龍柱 は､大 きな台
座があるために高す ぎ､また､向 き合 う
形 を取 っているために､欄干 とは分離 し
た形になって､方向性や統一感を失って
いる｡

写真(
多
大龍柱の大 きな台座 を小 さくし､正面向
きにして欄干 とつなぐことによって調和
が取れる｡また､大龍柱 と小龍柱 とは､
高 さの関係 と方向性にも工夫が見出だせ
る｡(
写真合成 ･筆者)

図⑤
首里城正殿の屋根 を上方か ら見た図と横か
らの図である｡
大棟の龍頭棟飾 りは向かい合い､唐破風の
棟 は龍の胴体で造 られ御庭に向か う｡末広
が りの階段の欄干には先端部に大瀧柱があ
る｡当然のこととして龍の流れは御庭 に向
か うよう位置づけられていることになる｡
(
図の修正 ･筆者)
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三､建物の正面性 と龍 との関係
首里城正殿の建物は､御庭 に向か う末広が りの階段や唐破風 などを正面に位置づけ､龍の構 えがそれ
に付随するかたちで構成 され､正面性 を重視 している｡
正殿には室町時代に流行 った唐破風の様式 を取 り入れ､当時の時代背景 を現 している｡ この正殿 は百
浦添御殿或いは国殿 と言われているが､唐破風 (カラファー7‑)とも呼ばれた｡建築の一部の名称 を
とって愛称 として使 うと言 う事は､その部分にそれだけ重要な意味 を感 じていたため と思われる｡唐破
風は形が豪壮で装飾に華やかさがあ り､正殿 に存在感 を与えた効果は大 きい.一方､周辺諸国の古建築
では､欄干が平行な階段 (
写真(
宣X
Z)
)はよく見るが､末広が りの階段 は見当たらない｡これ ら唐破風 と
階段 を活か して､左右対称形 と正面性 を強 く打 ち出 しているのが首里城正殿である｡
正面性の強い唐破風や末広が りの階段 は､龍の流れが建物の中心か ら続 くことを暗示 している｡唐破
風の頂上 (
獅子口)に大 きなロを開けた龍は､二階屋内の御差味か らの龍の流れを意識 して､棟 を龍の
胴体 として見立ててお り､正面 ･御庭 に向かっている｡また末広が りの階段の先端 に､大龍柱が位置づ
けらてれていることも､正面性に重要な意味を持つ (
図(
9)
｡
東洋には､宝珠双龍瑞雲文 (
図⑥ )の様 に､宝珠或いは火焔宝珠などを中心 に左右か ら構 えている様
式の龍がある｡首里城正殿の建物には､この様式が主要な箇所 に取 り入れられている｡建物の中心 にな
る屋根の棟の中央に宝珠､正面唐破風の妻飾 り中心部に火焔宝珠が位置づけられ､それぞれ左右対称 に
龍が配置 されている｡また屋内にある天井額木や内法額木の中央にも火焔宝珠があ り､それぞれ左右か
あ うん
ら阿畔の構えの龍が向かい合 う構成になっている｡屋根の大横や唐破風妻飾 りの宝珠は建物の中心であ
る｡その中心から御庭に向かって龍が放射状 に広がるよう構成 され､末広が りの階段の龍柱 につながる
欄干が､屋根から連続する龍の流れの最終部分 とな り龍柱 にそのエネルギーが凝縮 される (
写真⑪ )0
末広が りの階段 と欄干につながれた龍柱 は､一体化 しなければ意味を持たない｡ しか し､平成 4年に復
元された大龍柱では､大 きな台座が取 りつけられると共に欄干か ら分離 し､さらに向 き合 う形で設置 さ
れている (
写真⑬ )
｡大龍柱 に大 きな台座が取 りつけられ､欄干につなが らないとい うことによって､
末広が りの階段の持つ重要な意味が失われる｡ また､大 きな台座があることによって間口を広 く見せる
効果を損ね､欄干から分離 されたために龍の流れが止 まった形になる｡加えて大龍桂が向かい合 うと言
う事は､阿形､呼形の門衛像 としての構 えの意味 をも弱めることになる｡
龍が配置されている所には､宝珠がある｡龍の流れ と宝珠の位置関係は意識 した構成である (
図(
∋)
0
龍柱の形態では､上に向いている前脚 に宝珠 を握 らせてお り､この事にも重要な意味があると思われる｡
大龍柱が正面を向 くことによって､龍柱の外側に前脚の宝珠が位置づけられ､末広が りの欄干の流れを
より強める構図となる｡向かって左側の大龍柱 (
呼形)は､右脚 に宝珠があ り､右側の大龍柱 (
阿形)
には左脚に宝珠が配置 されている (
写真⑳ 9)
｡ この位置関係は小龍柱 にも適応 され､左右 か らの欄干
の流れに沿って､宝珠は外側に位置づけ られている｡二階 ･御差床の龍柱 も同様の様式で統一 されてい
る｡

四､龍柱一他国 との比較
タイ､ベ トナム､ラオスなどに見 られる階段両袖に這っている龍は､正面に向いて構えている｡タイ､
ラオスの龍は､這って くる龍のロの中か ら龍が出て､立ち上がる形をとって構 えてお り､再生 を意味 し
ていると言われる｡左右いずれ も口を開けた状態で､阿形､呼形の形はとっていない｡龍の流れの表現
はリアルであ り､顔の表情はそれぞれの国によって特徴がある (
写真② )
0
首里城正殿の龍柱は､リアルな表現はとってお らず､欄干の構造体 として位置づけられ､親柱 として
龍が表現 された柱状の形態になっている｡胴体 は､垂直に建つ四角の太い柱 (
図(
参)であ り､鱗 も均一
に表現 され､上下に位置づけちれている前脚や とぐろの巻 きつけ部分 も柱 に溶け込むよう表現 されてい
るので､子細 に観察 しないと部分の特定は難 しい｡特 に鎌首に当たる弧の部分は､頭部に間違われる程
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図⑥

宝珠双龍瑞書文

宝珠､又は火焔宝珠 を中心に左右から龍が向かい合 う様式｡首里城
正殿では､この様式が基本 とな り龍が構成 されている｡

写真⑲
現在の首里城正殿である｡末広が りの正面階段の左右両袖欄干の前
には､大 きな台座の上 に向かい合 う大龍柱が肇え立っている｡

写真⑪
大龍柱 の大 きな台座 を小 さくし､向 きも正面向 きに筆者が修正する｡
首里城正殿では､中心に宝珠､又 は火焔宝珠が位置付 けられると共
に龍が配置 されているo宝珠 と龍は､中央部から御庭 に向かって末
広が りに配置 されている｡(
図⑦‑●印 宝珠 と龍の位置)
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写真⑬
後面か らみた大龍柱である｡外側 には､
宝珠 を持ち上に向けられている前脚､内
側には､緊張感を与 えられて構 えている
下向 きの前脚がある｡

写真⑲
首里城正殿の大龍柱の尾の先端は､内側
か ら回って中心に､また､宝珠は､上に
向けられた前脚の上部､向かって外側に
位置付けられている｡
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の形態 となっている｡顔の表現は精惇であ り､前脚 には筋肉が隆々とうねる形が火焔 と共に表されてい
る｡この様 な迫力 を持つ龍柱は､門衛像 としての守護の意味を十分備えたものとして独 自の形態を持つ｡
この形態か ら龍柱 と欄干 との関係 を判断すると､欄干は龍が這 って くる様に見立て られている (
図⑨ )
と考えられ､その延長 として とぐろを巻 き､鎌首 を構 えて威嚇する龍の構 えは､親柱 として､建物の構

｣

｣

鎌首のかまえ ｢
前脚 を上下
造体 として位置づけられていると言える｡この様 に龍の形態 を ｢とぐろ ｢
に位置づける｣ など威嚇する態勢で柱 としてデザイン化 し､ しか も親柱 となっている表現は他では見 ら
れず､首里城正殿独 自の ものとして象徴的存在 といえる｡

下に構 える右前脚
断面 と爪

､

図(
砂
四角 く太い柱が､首里城正殿の龍柱の胴
体である｡欄干 と組む構造になっている
ことか ら､太 く四角い胴体の龍柱が考案
されたと推測する｡

五 ､龍頭棟飾 りとは
龍柱の他 に､屋根 ･大棟 の両端 にある龍頭棟飾 りと唐破風の頂上の龍にも､独 自の工夫 された様式が
ある｡
屋根 に関 しては､古い時代か ら耐久性のある構造や形 に関心があったようである｡今 日のように科学
技術が発達 していない時代は､自然‑の畏怖の観念が より強 く､豪雨や落雷､台風､地震など､それぞ
れの置かれている地域性 による災害に対 して､自然環境 との関係か ら生 まれた対策があったと思われる｡
首里城 もその例 にもれず､置かれている地形や気象条件か ら､屋根への拘 りが強かったと思われる｡
記録 によれば板葺 きの時期 もあったようであるが､中国や韓国などとの交易 を通 しての製陶技術の導入
によ り､瓦葺 きに変わった経緯が発掘物か らも証明で きる.高温瓦 に類似する形 もある串から､外国か
らの様式の影響 もうかがえるが､技術 を取 り入れることによって身近な素材が応用 されるようにな り､
赤瓦 とい う地域性のある形 にまで発展する｡瓦 に軸薬を施すなど､耐久性のある素材 と言 うことに関 し
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園⑨
龍柱は､欄干 と一体化 した構造体である｡
龍の流れと構えの方向性が､この中にあ
り､欄干は､龍の流れを暗示 し､親柱 と
しての龍柱は､構えと方向性 を示す｡
このことによって龍柱の背面には欄干が
取 り付けられる形が基本形 となる｡小龍
柱は左右からの欄干が背面につながる｡
大龍柱 も同様で､二階の御差床の龍柱 も
同 じ形態をとっている｡

大横龍頭棟飾 り

→ 勺

写真⑭
首里城正殿の龍頭棟飾 りは､大棟中央部の宝珠 に向か う形で配置 されている｡ こ
の龍頭は､頚の曲 りに勢いを与えることで大横 を噛む勢いを示 している｡
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ては､中国などの例があるにも拘 らず､当時の財政事情から十分に対処出来なかったのではないかと思
われるが､意匠 との関係が強い棟飾 りの彫刻 には素材 と形に工夫があった｡発想の上か らは中国などの
影響があると考えられるが､龍の形態に違いがある.一般に屋上の装飾彫刻は､屋根の面積 に対 しては
それ程大 きくな く､こじんまりとした形態で､棟の中心に向かって龍の全身が這って くる形や左右の空
間に広がる形､中国の紫禁城の大和殿の様 に龍の顔面や全身の浮彫などが組み合わされた形などがある｡
首里城正殿の龍頭棟飾 りは､一般の棟飾 りの形 よりはるかに大 きく､ゆった りとして､棟 を噛む形で
低 く構 えている (
写真⑭ )
｡形態は､龍頭 といわれるように龍の頭の部分である｡首里城正殿 の龍 に共
通するものは､頚の曲 りに勢い (
写真⑮ )がある事であ り､これは龍頭棟飾 りの頚にも言える｡かな り
の曲勢があ り､屋根の内部か ら柱づたいに上って来るような印象 を与えている｡形態の大 きさや形の独
自な工夫は､沖縄の気象条件や当時の素材､技術､財政事情などからの創意工夫 と､単なる龍の飾 りで
はな く建物全体か らくる龍の流れ､つ まり龍脈 を考慮 しての発想があると考える｡
唐破風の上の龍は､唐破風の棟が龍の胴体 として造 られ､二階 ･御差床か ら這 って くるように印象づ
けられている｡この様 に首里城正殿では龍の流れを要所要所 に位置づけている｡

唐破風 ･龍頭棟飾 り

̲

̲

A

写真⑮
首里城正殿の龍柱 と大様の龍頭棟飾 り､二階か ら唐破風上に向か う
龍 には､共通 した特徴 として､頚の表現に曲勢があ り､構 える態勢
を印象づけている｡
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六､首里城正殿の龍脈
今 まで述べたように､首里城正殿 には龍の流れがある｡正殿の龍は ｢
宝珠双龍瑞雲文｣の構図を基本
的にとっている｡屋根の大横 中心には宝珠があ り､左右か ら龍頭棟飾 りが向かい合 うかたちで構成され､
瑞雲がその間に施 されている｡この図式は内部の天井額木や内法額木､正面唐破風の妻飾 りにも適応 さ
れ､意識が建物の中心に集中するようになっている｡
唐破風の龍 も､大棟の龍頭棟飾 りと同様に大 きく位置づけられ､建物の内部か ら力強 く出て棟を噛み､
建物内部､一 ･二階の両御差床の周辺の柱 には､下から上‑螺旋状に上 ってい く龍が措かれている｡二
階の御差床は木彫欄干 と龍柱 とで､玉座 を取 り囲む流れを作 り上げ､建物全体の龍の流れがこの箇所 を
中心 としている｡
正面の唐破風妻飾 りでは中心に火焔宝珠 を位置づけ､それを取 り囲むように大 きな暮股 を配置 し､さ
らに左右か ら阿畔の構 えで中心に龍が向かっている (
図⑳ )
｡またその下の向拝柱では､下か ら上へ 向
かって螺旋状に龍が這い上って くる｡
正面左右の欄干につながる小龍柱 は､階段中央に向か う流れの一部であ り､さらに小龍柱か ら末広が
りの欄干へ と流れて大龍柱 とつなが り､正面 ･御庭 に向か う｡
この様に考えてみると､御庭 に向か う唐破風上の龍は､正殿の二階内部か ら出て くる龍の流れ とつな
が り､大株の龍頭棟飾 りや建物正面の龍の流れ と相侯って､正殿全体が龍の流れに包 まれ､正殿 を守護
し､王を警護する龍の役割が印象付けられ､正面 に向 き設置された大龍柱が､この龍の流れの最終点 と
してなければならない事がはっきりとする｡
この様に龍の流れは､建物の形態上か らも､守護や王の権威 を象徴するためか らも､風水思想 などを
意識 した配置であ り､龍脈の重要性 もここにあると考える (図⑪ )
｡

･
̲
･
L
皇
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菜

∴
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‑
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図⑲ 唐破風妻飾 りの部分
中心に火焔宝珠､それを囲む暮股､左右か ら阿形 ･畔形の龍が 中心 に向
かい､その周辺には瑞雲が施 されている｡
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首里城正殿 の龍脈の流 れ
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図⑪
上掲の首里城正殿の屋外 と､屋 内の一 ･二階に配置 されている龍の
流れ を図解 した｡(
筆者作成)
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嶺

柱

あとがき
古建築の彫刻 (
意匠)の形式は､時代によって変化がある｡政治的にも財政的に も安定 していた時代
は､彫刻 も優れていた と推察で きる｡充実 した彫刻 には､その時代の精神が現れている｡ また国によっ
て形態 に特徴があ り素材 も違 っている｡
首里城正殿の彫刻 は､諸外 国の彫刻 と比較 して も､独 自の風格 を持 っているO ここでは龍 を主体 に取
り上げたが､周辺諸国の影響 を受けたにもかかわ らず､形態 に独 自の工夫 を見出だ したことは､当時の
美意識の高 さの反映だと考える｡その形 を創意工夫 してい く背景 には､交易 を通 しての物 との対話や比
較の中か ら生 まれた､美意識 と思想性の現れがある｡龍柱や龍頒棟飾 りなどに代表 されるように､決 し
て生々 しい表現 をとってはお らず､見立て と､暗示 を与 える工夫がある｡つ ま り仰 々しく表すのではな
く､抑制 された表現 に重要な意味があ り､琉球王朝の美意識の原点の一つはここにあると考える｡
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