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「教えて米子城」スペシャル・シンポジウム 

《隠れたる名城  米子城  －その価値と魅力に迫る－》 

                                ・日 時  平成２８年１月２３日（土） 

                           １３：００～１６：３０ 

                     ・場 所  米子市公会堂（大ホール） 

 

●基調講演１  「史跡整備と活用について－米子城跡を活かす－」 

   

佐藤正知氏（文化庁記念物課主任文化財調査官） 

                     

○司会 それでは、これより基調講演に移らせていただきます。 

  まずは、「史跡整備と活用について－米子城跡を活かす－」と題しまして、文化庁主任文

化財調査官、佐藤正知先生の御講演です。 

 ここで簡単ではありますが、佐藤先生のプロフィールをご紹介させていただきます。 

 佐藤先生は、静岡県教育委員会文化課指導主事、静岡県立静岡東高等学校教諭を経て、

２００６年より文化庁記念物課文化財調査官として、日本の重要な文化的価値を持つ史跡

などの指定や保存、整備などを担当されました。 

そして、２００８年より文化庁記念物課主任文化財調査官としてご活躍されています。 

  それでは、佐藤先生、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○佐藤氏 ただ今ご紹介にあずかりました文化庁の佐藤正知でございます。記念物課という

ところで仕事をしておりますけれども、記念という言葉は記念碑の記念でございまして、

「よすが」とか「思い出」という意味でございます。私は後世にどのような思い出を残す

かということを仕事にしております。 

  この米子城跡は、平成１８年に史跡になっております。史跡というものがどのような形

で指定されていくのかということを冒頭で見てみたいと思います。資料の４ページをお開

きください。 

  文化財という言葉は、文化財保護法という戦後にできた法律の中で使われた言葉でござ

いまして、非常に新しい言葉なんです。文化財には、建造物であるとか、あるいは古文書

であるとか絵画であるとか、あるいは一つ一つの建物だけではなくて、それを群として考

えていこうという伝統的建造物群といったくくり方とか、あるいは人間国宝といったよう

な形で指定をする無形の文化財などがあります。 

  一般に文化財というのは非常に価値が高いものでありますので、宝物というような意味

合いが強いのですが、一般の人たちの習慣であるとか民俗であるとか、あるいは衣食住に
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かかわるような民俗文化財というジャンルもありますし、私が担当している史跡というも

のもあります。史跡は遺跡というふうに言っているものと同じものであります。史跡もま

た法律の言葉でありまして、少しなじみが薄いかもしれませんが、一般に遺跡といってい

るものと同じものだと考えてくださってかまいません。 

  全国には史跡が、ここに表を作ってまいりましたけれども、１，７５２あります。これ

を９の分類に分けているんですけれども、城跡は第２番目の分類に入ります。政治にかか

わる分野だということで、これも時代順に分けると、米子城跡は近世の城というところに

入っておりますので、この分類でいうと、１０３の中の一つということになります。城跡

の指定は戦前から行われていたわけですけれども、米子城は、先ほど市長さんの方からお

話がありましたように、平成１８年の指定でありますから、比較的新しい指定になります。 

先ごろ天守が国宝になった松江城なども史跡のひとつですし、いろいろな史跡がござい

ますけれども、鳥取県内では、鳥取城跡が指定されたのが、次のページに書いてあります

が昭和３２年のことでございます。昭和３２年に鳥取城跡は指定されたわけですけれども、

鳥取県教育委員会が、どこにどんな城跡があるのかということを、我々、悉皆
しっかい

調査と言っ

ていますけれども、全部調べました。平成１１年から１６年にかけて調べたわけです。自

治体の職員の方々が、あるいは学校の先生方も加わったのではないかと思いますけれども、

鳥取県内の山を歩いては、ここにどういう堀跡があるとか平場があるとか、それから文献

も調べました。それで大体５００ぐらい城跡があるという報告が出されました。鳥取城跡

はもう文句なしで古く指定されたお城でありますけれども、ほかにも５００あると。 

その中でどれを後世の「思い出」として残すべきかということの検討を平成１６年に行

ったわけであります。報告書を鳥取県教育委員会がつくりましたので、それをもとに、残

りぐあいであるとか、文献にどのように出てくるのか、城主が誰だったのか、それに伴う

古文書はどのくらいあるのかということを調べまして、そして文化庁が委嘱した専門の先

生方、あるいは我々調査官と一緒になって、それを一つ一つ検討したわけです。その結果、

これをまず指定しなければいけないのではないかと、国の史跡として後世に残していかな

ければならないのではないかというふうに選定されたのが米子城跡であります。ですから、

平成１６年の選定の会議の後、その直後に準備を進めて、１８年にそれが実現したという

ことになります。 

  史跡とは、４ページの最後に書きましたように、「我が国の歴史の正しい理解のために欠

くことができず、かつその遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上、価値のある

もの」というふうに位置付けられています。その中の一つとして、米子城跡が指定された

ということであります。ですので、全国では１，７５２、旧石器時代、縄文時代、そして

近代に至るまで、さまざまな遺跡がありますけれども、鳥取県内で、この米子城と同じ時
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代の城跡として指定されているものは、５ページの上にあるように、実は鳥取城跡と米子

城跡と、さらにその後、平成２０年に指定された若桜鬼ヶ城
わかさおにがじょう

跡、この３つしかございませ

ん。そのうち、若桜鬼ヶ城跡は江戸時代の初めに廃される城跡ですので、近世の城跡とし

ては、鳥取城と米子城の２つしかないという極めて貴重な文化財であるということになり

ます。もちろん、国の文化財保護法で指定をして守っている遺跡だけではなくて、県や市

町村が条例でもって守っている遺跡もあります。県の史跡である天神
てんじん

山
やま

城あるいは二上山
ふたがみやま

、

羽衣
う え

石
し

城跡といったものが鳥取県の史跡として守られているわけであります。 

 このように米子城跡は、平成１８年に、比較的新しい時期に指定されたもので、この 

５００の中の、悉皆調査の結果、実現したものだということをぜひ確認しておいて いた

だきたいと思います。史跡になるには、どの点に価値があるのだということが当 然議論

されるわけですね。今日は、この米子城跡がどういう点で価値があるのかとい うことを

皆さんと一緒に確認したいと思います。その資料がレジュメの９ページ目に なります。 

  これは文化庁が監修している『月刊文化財』という雑誌のコピーであります。米子城跡、

資料１ですね。米子城跡は鳥取県の西部に位置し、市街地の西側、中海に突き出す標高約

９０メートルの湊山と標高約６０メートルの飯山に築かれた近世の平山城であると。そう

いう、立地について第１段落目で述べております。 

  第２段落目で、米子城跡の歴史についてまとめております。山名氏、あるいは吉川、あ

るいは中村一忠、加藤貞泰、それから池田由之が米子城預かりとなり、その後、家老の荒

尾氏が代々米子城の預かりになったといったような、江戸時代の歴史が書かれております。 

  そして第３段落目に米子城跡の構造について説明しています。そして、その構造に価値

があると。この辺から、何が米子城は価値があって史跡になったかという説明であります。

それを私、レジュメにまとめたわけです。私のレジュメとあわせてこの説明文を読んでほ

しいんですが、線を引いたところ、これが米子城の特徴であると、これゆえに史跡として

我が国の歴史の正しい理解に必要なのだというような判断をしたということであります。 

  ４つあります。１つ目、文献、絵図資料が良好に伝えられ、城郭の構造をよく知ること

ができるということが第１点目です。第２点目、城郭、建物は取り壊されたが、天守台等

の礎石がそのまま残されていること。遺構というのが残ってるっていうことですね。３つ

目、室町時代のとりでから始まる平山城跡で、戦国時代末期から江戸時代まで、西伯耆支

配の拠点城郭、これは鳥取城跡に次ぐ、西伯耆の拠点的な城郭であったということが第３

点目であります。第４点目、山陵部の縄張り、石垣、枡形等の遺構も良好に遺存している

ということですね。城郭、建物の礎石だけではなくて、こういった縄張り、石垣、枡形、

これは地下に埋もれてるものではなくて、地上に見えるものとしてもよく残っているとい

うことです。 
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  このように、いちばん最初に城郭の構造ということを上げているわけです。９ページ目

の中段の最後の方に城郭構造をよく知ることができるという説明がありまして、規模、東

西南北約７００メートル。飯山の南東麓の入り江から湊山北側の中海まで水堀をめぐらし

ていると。そして、本丸、内膳丸、それから二の丸、三の丸、飯山、深浦郭といったよう

な部分があるという説明をしております。ここで注目すべきことは、米子城跡はこうこう

こういうところから成るという構造の説明をしています。そして最後に、この文章は、「今

回は条件の整った本丸跡、内膳丸跡、二の丸跡を史跡に指定し、保護を図るものである」

というふうに述べてまとめているわけです。どういうことかっていうと、米子城跡はこう

いう構造があって、こういう点で大事なんだと、構造が大事なんですよと。しかし、今回

は条件の整ったところを指定します。ですから、将来はこういうところを追加していきま

しょうということを、この平成１８年の指定のときに、文化庁は考えているということで

あります。米子城跡の価値というものは、平成１８年の指定のときに決まっています。そ

して、将来、こういうところを押さえていこうということも、そのとき打ち出されている

ということがこの文章の中にはっきり出ているということをぜひ確認していただきたいと

思います。これが１８年の文章であります。 

  この写真は「米子城跡全景」。米子城跡はこの山頂だけではありませんから、二の丸も三

の丸も、あるいは深浦郭も、ここの文章に触れてるわけですね。ですので私は、この写真

のキャプションは、今回指定するところはここですよと、そこの写真ですよと、中海も見

えますよというような写真として選ばれたものだと、いちばん象徴的なところをここで載

せたというふうに理解すればいいかなと、これが間違いというよりも、象徴的な部分を掲

載したんだというふうに考えたらいいのではないかなというふうに思います。 

  近世城郭はどこの地域でも、まずもって大事にされるものです。しかし、これを保存し、

活用するということはなかなか難しいものです。なぜ難しいかっていうと、これが中心市

街地にあるっていうことなんですね。この説明の文章の中でも述べているように、三の丸

の水堀はもう埋め立てられて市街地が、住宅がどんどん進出しているということをここで

も触れています。でも、米子城跡は、後で見るように、絵図から見るように、城跡はどっ

からどこまでだっていったら、もうこれは全く明確、全く明確って言葉はよくないのかな、

歴然としてるわけです。城跡っていうのはここからここまでですということがはっきりわ

かってる。この構造の明確さが米子城の価値の第１番目に上げた理由なのであります。 

  先ほど読み上げたように、中海から水を引いて堀にしていると、これが第一の特徴であ

ります。文化財保護法は、法律なんていうのを読む機会はございませんので、少し歴史の

話とは違うかもしれませんけれども、読んでみましょう。 

第２条で、いちばん先に触れた絵画であるとか建造物であるとか、文化財っていうのは
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こういうものをいうんですよっていうようなことを言っているんですね、定義っていうも

のをやっています。そして第３条で、どういうことを言ってるかっていうと、政府及び地

方公共団体の任務、文化財はこうですよ、こういうものですよと、次に、地方公共団体や

我々政府はこういう役割があるんですよということを言っています。そして第４条で、一

般の国民の心構えというものを言ってるんですね。 

  ３条、ちょっとここに引いてきました。「政府及び地方公共団体は、文化財が我が国の歴

史、文化等の正しい理解のため、欠くことのできないものであり、かつ将来の文化の向上、

発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注

意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない」と言っています。この法律の

趣旨というのは第１条で言っているように、文化財を保存し、かつその活用を図って、も

って国民の文化的向上に資すると。その目的のために、まず政府や地方公共団体はそれに

ちゃんと取り組もうと。そうした上で、次に国民。国民もまた、それに協力するようにし

ましょうというような構造になっています。 

  もう既に、平成１８年で米子城の価値は明確になっているというお話をしましたが、私

は米子城跡のすばらしさは２点あるのだと考えています。 

  １点、それは眺望とか景観と呼ばれているものであります。私は、２度目だったでしょ

うか、ネクタイをして革靴であの山頂を案内してもらったんですね。そのときに出会った

ご夫婦がいらっしゃいました。年は６０代でしょうかね、御夫婦です。私は何せネクタイ

締めてますので、「どこから来たの」というふうに声をかけられて、私が「東京から参りま

した」と話したら、「いいところでしょう」っていうふうにその奥さんが言いました。お二

人はただ登ってすぐ帰られるんです。私が想像するに、登って何か、そこに咲いてる花が

いつもどおり咲いてるなとか、あるいはこの石垣が、石垣の崩れてる崩れてないかは、そ

れは気にしてたかわかりませんけども、何かいつも見た風景がそこにあるということを確

認してさっと帰られるようなお二人でした。すごく、市民の方々が、この山頂での眺めで

あるとか、あるいは下から見る眺めを大切にしている町だなというのが私の印象でありま

す。私は遠くから来て、この眺めというものはすばらしいものだというふうに考えました。

それを説明文でも使っているように、パノラマと言いますね、それがここにはあるのです。 

  それは私が最初に言ってるわけでもありません。それは明治３７年に『米子みやげ』と

いう、地域を宣伝をする観光パンフみたいなものが出てるんです。その中で、ページをた

くさん割いて、この米子城からの眺めということを述べています。それを、私ちょっと打

ってきました。皆さんに本当は現物を今日借りてきてお見せすればいいのですが、１０ペ

ージにそれを打ってきました。これは結構長い文章なので、全てを打つことはできません

でした。そして、私もこれをきちんと校正してっていうか、比較して間違いないようにと
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はしましたけども、ちょっと間違ってるかもしれません。 

  そこには「湊山
みなとざん

之
の

眺望
な が め

」という項目がございまして、ざあっと書いてあるんです。これ、

縦書きですよ。冒頭、「湊山の頂上直立およそ３００尺、旧城櫓址
きゅうじょうろし

の上に正立して」、立っ

てですね、「はるかに前面の湾内を望めば、左方より」、左の方向より「海上に突出せる岬

は」、真北に、突出している岬が正北にあると。それは「雲州美保関の地蔵鼻燈明台のある

ところ、その海上はるかに煙か雲かと見るは隠岐の国なる島後の大満寺山なり」というふ

うに出てくるんです。 

 そして、そこから十二支で方角をあらわしたわけですね。真北は子
ね

です、ネズミ。子午

線って言葉がありますけども、子が北だとすると、南は午
うま

ですね。そしてここの次、亥
い

、

子丑寅卯辰巳の最後の亥、イノシシ。３６０を十二支で割ると３０度ですね。だから、亥

は左に３０度行った北北西ですかね、北北西には何があるかっていうと、「白砂青松のその

間に村落の点々たるは、すなわち夜見ケ浜、弓ケ浜」というところがあるということを言

って、それから１０行ぐらい行くと、丑
うし

の方角が出てきます。子丑ですから、今度は東の

ほうに３０度行ったところには、何があるかっていうと、淀江町があると言っています。

私は余り土地鑑がありませんので、これが正しいのかどうかっていうことを一度これを山

頂に持って行って確かめてみたいなと思っていますけれども、淀江町があるっていうんで

すね。戸数７４０、そして人口３，８５０ですかね、警察分署あり、高等小学校ありとい

うふうに。ここに山がある、これを、景色というのを研究している分野では、「自然景」と

いいます、自然の景色。山があるとか、大山があるとかっていうことが書いてあるわけで

すね。そして、人口何とかの淀江町があるっていうことは、それに対して「生活景」、「自

然景」と「生活景」、そういうふうに２つに分類するんですけれども、私はこの「湊山之眺

望」という文章で特徴的なのは、神社があって、そこには何が祭ってあってとか、そうい

う歴史的なことがいっぱい書いてあるんですね。ですから、そういう景色に名前をつけな

きゃいけません。それを「歴史景」と呼んだらいいと思うんですね。あの山頂に立つと、

「自然景」も見える、「生活景」、これ城下町の米子の町も見える、これは「生活景」です。

それと歴史景、その背景にある歴史が飛び出てくるような、そういう景色が３６０度広が

ってるということが言えるのではないかなというふうに思います。 

  次のページにも、もうちょっと濃くしてくればよかったですが、７行目ですかね、辰
たつ

の

方向ですね、次、巳
み

の方向、次、午、真南に見えるのは、「遠く延々続けるは西伯、日野両

郡の境なる連山なり」と。「その最高峰は鎌倉山の古城址」であるというような、そういう

ような記述が全部パノラマで案内しています。これが米子の土産だって言ってるんですね。

ここに来れば、こういうものが見れるぞという、そういう魅力の一つとして、明治３７年

にそういう本が出ているということであります。ですから、皆さんもそう思ってらっしゃ
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ると思いますが、この眺めというものは超一級です。私は全国歩いてますけれども、この

景観に、あるいは眺めに相当するものは、私はないんじゃないかなというふうに思ってい

ます。この米子城の眺めというものは天下一品であります。 

  もう一つ、この米子城のすばらしいところはパノラマ。景観でいいますと、上から見る

っていうだけじゃなくて、下から見るというのもあるんですね。登城路を歩いていくと、

散歩していると、今まで木陰で見えなかったところが３歩進むと、こちらに石垣がぽっと

あらわれたりするわけですよ。これを景観の世界では「移動景」というんですね。それが

巧みに、ここにはあるんではないかなと。これをちょっと格好よく言うと、「シークエンス

景」というらしいです、格好よく言うとですよ。「移動景」というものは、我々が日常感じ

てることであります。私は、深浦郭のほうから船に乗って見ると、また、山の景色がちょ

っと変わってくると、そういう楽しみ方もあるんじゃないかなというふうに思います。山

を登るだけじゃなくて、山裾を歩くと、やっぱり山の形も変わってくる、そういうものが

この米子城の魅力の一つなのではないかなというふうに思います。これが眺めの問題であ

ります。 

  もう一つは遺跡がどのように守られてきたのかっていうことを、この山容そのものが表

現している、これがすばらしさの２つ目であります。『米子みやげ』という本は田中景瑩
けいえい

と

いう郷土史家がまとめたものなんですけれども、この本を読むと、江戸時代は鬱蒼とした

山だったっていうんです、木がいっぱい生えてたんだと。しかし、明治維新の後、それが

どんどん切り払われちゃって、禿げ山になったと。濯々
たくたく

たる禿げ山と、木が全然なくなっ

ちゃって禿げ山になったと。それを坂口平兵衛という人が旧観に、昔のこの景色に戻そう

として、そこに松やモミノキや杉やヒノキを植えて、それを育成したっていうんですね。

それで、田中さんはそれを紹介して、「後世たとえ変遷することありとも、坂口氏の志を継

ぎ、数十百年の後、再び鬱蒼たる美山となし」、美しい山となし、「戦国時代の石塁、なお

依然として山上に存せば、米子市に一層の美観を添うるに至るべし」というふうに言って

います。明治３７年ですよ。そのときに、坂口さんという方が木を植えて、もう一切禿げ

山になったところに木を植えて、そして今のような美山を、将来美山になるというふうに

言ったわけです。 

  私は近世の城と樹木との関係というものをもう少し研究をして、樹木の管理をちゃんと

やっていかなきゃいけないというふうに考えています。今、田中さんが予測し、期待した

ような美山になってるかということなんです、美しい山か、あれが。どうでしょうか。あ

れは放置してるだけの山なんじゃないかなっていう気がしないでもない。美山じゃないっ

ていうふうにはちょっと、よそ者がそんなこと言っちゃいけませんので、もうちょっと何

かうまく表現しなければいけないのですが、文化庁としてはそんなことを考えておるわけ
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であります。美山とはちょっとかけ離れてるのではないかなというふうに思います。それ

は眺望という点でも、さっきのシークエンス景というものを楽しむ上でも、全部石垣が木

の中で隠れちゃったら、何の面白みもないわけですね。それから、石垣を崩す木もあるの

ではないかと、ああいう密植した木は崩れてくる、そういうことにもなるのではないかと。

さまざまな観点から、そういう植物と城との関係を、江戸時代の絵図を読み解きながら考

えていく必要があると、今後の課題であります。すばらしさであるとともに、課題でもあ

るということが２つ目であります。 

  史跡の整備、これはこれからやっていかなきゃいけません。しかし、史跡の整備ってい

うのは、やっぱり丹念な発掘調査もやっていかなきゃいけませんし、なかなか時間のかか

ることであります。お金のかかることであります。史跡整備をすればこんな活用ができる

というふうに考えがち、整備が完成すれば、ああ、すごい、これ使ってください、皆さん、

どうぞというふうに言うのが大体私たちの世界で今までやってきたことなんですが、私は

それでいいのかなっていうふうに思っています。私は史跡整備をやらなくても活用ってい

うのはできるし、今も米子の方々はやっている、それをさらに発展させて、そしてこうい

う活用をやっていくためには、こういう整備が必要なんだというふうに、整備をして活用

するんじゃなくて、活用して整備を考えるという、ちょっとこの順番を逆にして考えるこ

とも必要なのではないかなというふうに思っています。 

  どういうことかっていうと、活用とか史跡整備っていうのは、その史跡の価値をどう皆

さんに伝えるかということなんです。それが目的であって、史跡整備自体が目的ではない

ということであります。私たちはこういう仕事をやってると、何か予算をとって史跡整備

をやることが目的のようになっちゃうんです、どっかで。それが間違いのもとであって、

皆さんにもっと米子城に足を運んでもらって、こんな価値があるということを共有してい

くことが、これが目的であります。これを目指さなければならないということを、次に述

べてみたいと思います。 

  史跡の価値をどうやって伝えるかということが、これが根本でありますから、じゃあ、

もう一度戻って、この文化庁の指定の説明の中にあったことを踏まえて、何をしていった

らいいのかということですね。まず、城郭の構造。今、説明にあったような城郭の構造と

いうものがよくわかるかどうかということですね。私は内堀というものを、やっぱり顕在

化させる必要があるのではないかなというふうに思っています。三の丸というものはその

点、重要なわけであります。城っていうのは、本丸、二の丸、三の丸ってなってるわけで

すけれども、私たちは眺めについてで言ったように、山頂部がいちばん大事のように思っ

ていますけれども、決してそうではない。構造というものを考えると、それだけではだめ

なのであります。 
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  三の丸、これを、じゃあ、どういう価値があるのだという議論になりますけれども、三

の丸の価値を三の丸だけで考えると、やっぱり問題、落とし穴に落ちる可能性もあるので

すが、あえて三の丸、ここの三の丸はどんなふうなものかということを絵図をちょっと見

て考えてみたいと思います。 

  絵図は１４ページにあります。この１４ページの絵図を見ると、真ん中に本丸という文

字がわかりますか、真ん中に本丸。１４ページの地図に、わかりますかね、本丸。本丸の

ところに本丸って書いてないんです。ここは二の丸なんです。二の丸のところに本丸って

字が書いてありますよね。本丸というのは城跡でいちばん大事なところを本丸っていうん

ですけれども、この絵図では二の丸を本丸といっています。なぜかっていうと、二の丸に

はそのときの政治を行う屋敷があったからです。御殿と館
やかた

とか呼ばれてるものが二の丸に

あったので、ここが本丸だっていうふうに、この絵図を描いた人は表現したわけです。 

これは北側、手前側にも建物が描かれています。そこが三の丸です。その北側に内堀が

あるわけですね。内堀の下には、文章が縦に書いてありますね。これは内堀の、石垣が崩

れたのでここを直したいということが書いてあるわけです。石垣が崩れると、幕府にここ

を直しますということを申告しなきゃいけないんです、許可制でした。この内堀が今埋ま

ってるわけです。そこを掘り上げると、石垣が出てきます。いつ直した石垣なのかってい

うことを絵図と合わせることによって、解明することができます。そしてこの内堀によっ

て、城の構造というものがはっきりわかるということになります。先ほど言ったように、

この山には松の木がたくさん描かれております。 

  次の１５ページ、これは平面図になります。ちょっとこの絵は三の丸が二の丸に比べて

狭く描かれてあるように思いますけれども、三の丸には、ちょっと文字が小さくて見えな

いと思いますけれども、廃宅という、廃止になった家って書いてあるんですね。これは荒

尾が米子城預かりになったときに、二の丸に屋敷を構えます。三の丸にもその分家が屋敷

を構えていたようで、それがこの絵図の段階ではもう既になくなって、その人物は武家屋

敷のほうに移ってると、内堀よりも北側のほうに移動してるようなんですけども、そうい

ったことが書かれてるわけです。ですから、三の丸というのは屋敷もあった。それから、

米倉もあったとかいったことがこの絵図からわかります。 

  さらに、１７ページの絵図も、さっきよりも大きい平面図になりますけれども、これに

は三の丸のところ、いちばん手前側になりますけれども、そこには荒尾一学屋敷何とかっ

て書いてあるんですね、先ほど言ったようなことがここにも注記されてるんです。こうい

うように何枚かの地図を順繰りに追っていくことによって、米子城の実態を解明すること

ができます。指定説明にあったように、こういう絵図が残ってるっていうことも重要なこ

となわけです。 
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  それから、いちばん最初の絵図に戻りますと、城跡はどこか、どこからどこまでだって

いうのはこの絵のとおりなわけです。内堀までが城跡ですから。ですから、指定説明はこ

の範囲の中の説明を行ったわけですね。でも、民地がありますから、そこが大事だってこ

とがあっても、それは簡単に守ることができません。ここは大事なところなので、これを

史跡に指定したいと思っても、それはなかなか実現することは難しいので、これから取り

組んでいかなきゃいけませんけれども、まず地方自治体は、自分たちが持っているその土

地を守ることによって次の展開を図っていかなければならない、と私は考えています。 

  それで次に、城郭の変遷。これは構造の話をしましたけれども、先ほど申しましたよう

に、城主が変わったり、あるいは米子城の預かりとしてここに入る人たちが変わるわけで

すので、その変遷がどのように遺構にあらわれているのかということを解明していかなけ

ればなりません。それも絵図がたくさんありますので、そういったことと比較をしてやっ

ていくことができます。重要なことは、荒尾氏がここに預かりとしているんですね。城主

は鳥取にいるんですけれども、先ほど言った二の丸に館を構えていますので、幕府の巡見

使、幕府から使いが来たときなどは二の丸の館の中で接待をするわけです。そういうこと

をやっていました。ですから、その中心部分が二の丸であり、それに附属する三の丸とか

いう全体が大事になるわけであります。 

  米子城のいちばん、私は注目しなければならないのは、そういう屋敷の跡、発掘すると

屋敷の跡なんかが出ると思うんですけれども、そういうものが残ってるっていうだけでは

なくて、そこでどのように武士が生活していたのかということ。内堀よりも外側に住んで

いた武士がお城を守りに通うわけです。そういった資料があるんです。それは市史の中に

取り上げられているんですけれども、ここにもご子孫がいらっしゃるかもしれないけども、

そういう覚書といったようなものですね、日記のようなものが残ってるんです。そうする

と、どこどこのやぐらに出かけていって、何階のどこに出かけていって、何を作業したか

というようなことがわかるんです。普通はそんなことがわからないんですよ。「モノ」だけ

ではなくて、そこで起こった「コト」というのかな、そういう具体的な人の動きを研究す

ることができるんです。それがわかる、それを伝えることがやっぱり大事なことだろうと

思います。 

  そして、先ほど言ったパノラマ景であるとかシークエンス景というものも重要なことで

あります。それから、今はもうなくなってしまった建物、やぐらとか、そういったものを

どう見せていくのかということ。私は模型なんかをですね、やっぱり現地に構造を示すた

めの模型なんかを作って説明するようにすれば、城と城下の関係なんかよくわかるんじゃ

ないかと思います。今も資料館の中にあると思うんですけども、それが現地にもあるとい

いのではないかなというふうに思うんですが、そういったことを今後検討していかなけれ
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ばならないというふうに思っています。米子城は研究すれば研究するほど、広がりのある

材料であります。だから、国の史跡にもなってるわけであります。石垣を見ていると、こ

れがすごい歴史を秘めてるとかいうようなことがわかってくるということであります。 

  さらに、市民の憩いの場にしなければなりません。私はそのテーマはやっぱり健康では

ないかなというふうに思っています、健康づくり。私が会った御夫婦は恐らく２人で健康

な生涯を送ろうと思って、ここに登ってたんじゃないかなと思うんですけれども、そうい

う健康づくりをテーマに三の丸や二の丸、そして山上部の、この全体の構造というものを

それとあわせて活用していく必要があるのではないかなというふうに思います。 

  近世というのは私たちの生活に真っすぐつながっています。古代や中世だとちょっと遠

いんです。けども、江戸時代の、城下だってそうですよ、城下だって江戸時代の絵図で多

分歩けるでしょう。近世城郭というのは、そういうような特性を持っています。ですから、

私たちはこの米子城を大切にすることによって、それが即、まちづくりにつながっていく

というような関連性があるということであります。 

 文化財保護の最近の状況を皆さんにお伝えすると、国の史跡、これは国の史跡だから、

それは国のほうでやってくださいとかいうようなことではだめです。国の史跡もやっぱり

地域の文化財でないといけないということを各地で取り組んでいます。市民遺産であると

か、あるいは世界遺産にしてもそうです。世界遺産のように海外にアピールする文化財、

それはより一層、地域で愛されているということが条件になります。人々を魅了するよう

な価値のあるものこそ、地元に根を張るというような関係性が成立しなければならないと

いうことが第１点。 

  それから、史跡はまちづくりの核になります。どこでもそういう取り組みをやっていま

す。それは教育委員会だけの仕事ではどうもなさそうでして、これは市を挙げた、いろん

な部局がありますけれども、そこが協力して取り組んでいく、その取り組みが成功してい

るところとそうでないところがあるというようなことになっています。 

  まちづくりというのは、私は思うんですけれども、人づくりが中心の課題であります。

やっぱり教育というものに深くかかわっているんですね。子供たちは、皆さんのお子さん

たちはもう地元を離れたかもしれない。だけども、そのときに米子城のこの山容、山の姿

っていうものを思い浮かべることによって、何ですかね、ふるさとだとか、そういうよう

なものを感じるというような関係にあるわけです。 

  皆さんも、ここに住んでいる人たちにとっても、この米子城をどうやっていくのかって

いうことが大きな課題になります。どうやって生きていくのか、あと何十年残されている

んでしょうか。人生をどう生きていくのかっていうことと、深くかかわっているって思う

んですね、この米子城というものは、史跡というものは。 
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  それから、今、各地でやっている文化財保護のあり方というのは、市民が早い段階から

かかわってるっていうことです。ですので、米子城の将来をどうしたいということを、教

育委員会なり行政がこうやってこうしますというのではなくて、計画段階から市民が参加

するという、先進地がたくさんあるということであります。 

  また、文化財保護というのは、史跡もそうです、建造物もそうですけれども、今はたた

ずまいというものが重視されています。そこに引きましたように、高田健一さんという鳥

取大学の先生は、やはりたたずまいであるとか風景だとか、そういうものが大切だという

ことを述べていらっしゃいますけれども、私もそれに同感であります。そして、その最大

の材料がこの米子城跡ということになります。 

  先進地では、文化財を一つではなくて、いろいろな文化財を全体として守っていこう、

それをまちづくりに生かそうということになっていまして、歴史的風致維持向上計画とい

うのをつくって、それを文化庁、農水省、そして国交省、そういうところが認定をして、

それに国の予算を投入してまちづくりに取り組むという試みをしている、そういう自治体

があります。近県では、松江市であるとか、あるいは津和野町、津山市、高梁市、尾道、

竹原とかいうようなところがそういう計画を、全国で５０件ぐらいでしょうかね、そうい

う取り組みをやってるところがございますが、私は米子市などもそういう可能性のあると

ころではないかなというふうに思ってます。これはモノだけを守る、この街路を守るとか

っていうことではなくて、そこで生活している人々の営みをどのように守っていくのか、

人々の営みによって風景が形づくられている、それを守っていかなきゃいけないというの

が、この歴史的風致といっていることです。さっきの高田さんの言葉でいえば、歴史的環

境という言葉になります。そういったことが今、話題になっているということであります。 

  私は、やはりこの眺望の意味、自然が見える、生活が見えるだけではなくて、歴史が見

えるということを解説していかなきゃいけないと思っています。それから、季節ごとに何

がここの売りなのかということを皆さんで見つけていただいて、私は、もうやってるかも

しれないけれども、月見がいいんじゃないかなと思っています、月見。月見をやるんです。

中海に月影が浮かぶなんてことはないでしょうかね。私はそういう光景を見たいなと思う

んですが、そういうことを見つけてほしいなと思っています。餅つきなんてちょっと書き

ましたけど、私は餅つきって大好きなんです。これは、老若男女がかかわってやれるんで

す。餅をつく人だけが何か立派っていうものじゃないんですね。臼を担ぐ人もいれば、モ

チ米をふかす人もいれば、そういう共同作業じゃないですか。私はそういうことをやった

らいいんじゃないかなと。 

  湊山公園もいいですよ。湊山公園もいいですが、やっぱり私は、三の丸、二の丸、本丸

という順ですよね。正面から、正面を舞台にしてそういうことをやってほしいなというふ
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うに思っているわけであります。 

  名物も必要です。名物は、山頂に原弘業さんという人が富士見亭という茶亭をつくった

んです、明治になって。そこではうば団子っていうのをつくったらしいですね。うば団子

っていうのは、私はどんなものかわかりませんけれども、今もあるかもしれませんが、そ

ういった何か、これが米子城のものですよ、商品ですよというようなものも皆さんで考え

ていかれたらいいんじゃないかなと。 

  今年は、指定されたのが平成１８年ですからね、１０年なんです、ちょうど。ですから、

提案なんですけど、ことしの１０周年記念、指定１０周年記念文化祭、「私の一首」、「私の

１枚」（写真ですよ）とか、何かそういうものをちょっとやったらいいんじゃないですかね。

探訪、眺望。探訪はみんなで探訪でしょう。探訪
．
、眺望

．
、食いしん坊

．
みたいな、そういう

企画はどうですかね。ちょっとあの人、本当に文化庁かみたいな、そういう感じがしてま

すけど、私はそういうのが大好きなんですよ。例えば地図、国田先生やられてるみたいで

すけども、ブラ国田みたいね、それもちょっとあんまり受けないですかね。そういうもの

をちょっと皆さんで考えたらいい。これがやっぱり、何ちゅうかな、町で生きるっていう

ことですからね、米子城を生かすっていうことではないかなというふうに思います。 

  先進事例としてここに書きましたけれども、愛媛県であるとか富山県ではいろんなこと

をやっています。中世の山城って、堀とか土塁とかしかないんです。だけども、いろんな

ことやってるんです。ここは近世の城郭ですから石垣があるんです。埋もれてないんです。

隠れたる名城じゃないの、もう現れてるの。だから、いろんなことがやれるんです。それ

をぜひ私は期待したいというふうに思っています。 

  最後に、戦国時代にできた本から引用してまいりました。これをぜひ皆さんに。皆さん、

今日、たくさん集まられてすごいですね。『人国記』っていう本から引用してきました。「伯

耆の国」。これは国別に、その地勢っていうんですかね、どんな土地だとか、人情がどうだ

とか、風情がどうだとかということが書いてある。「伯耆の国の風俗、全て半実半
はんじつはん

虚
きょ

と知る

べき」。本当が半分でうそが半分だというんです、伯耆は。「三日善を勧めて、三日悪を習

うの風儀なり」と。３日はいいことやるけども、３日は悪いことやるっていう。「譬
たと

えば貴
たっと

き人に交わるときんば、その気忽然
こつぜん

とし、実に従い」と。貴き人、高貴な人とつき合うと

きにはいいことやるけども、その人からちょっと離れると、すぐ本性に戻って悪いことす

るっていうんです。私が言ってるんじゃないですよ。そういう本があるということです。

「されば今の世」、世間では、「物の執行
しゅぎょう

に進んで怠りやすき者」、何かやろうとしたとき

に怠ってしまうというのを、「三日
み っ か

僧
ぞう

」といってる、三日坊主だというんですよ。今の三日

坊主っていうと、何か勉強が、日記つけたのが３日で終わっちゃうみたいなんだけど、も

っと辛辣なの。三日僧は、この国の風儀より始まるというんですよ。三日坊主はこの伯耆
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の国から始まったと書いてある。私が言ってるんじゃないんですよ。「知りて勤めず、勤め

て怠るは大いに勇気の不足するところなり」といっています。知りて勤めず、だって米子

城ってのはこんなに価値があるっていうことはもうはっきりしてんですから、平成１８年

ですよ、１０年目ですよ。 

  今年は記念すべき年ですので、皆さんと一緒にいろいろな活用策をですね。月見、もう

やってるかもしれない。中海に月が浮かんで、私はそれでちょっと一句浮かんだみたいな。

記念のコンテストですから、やっぱり賞金がないといけませんよね。賞品っていうかな、

何かそういうものを皆さんで、何がいいかなと…。それで１０周年記念の餅つきをぜひや

っていただきたいというふうに考えまして、私のお話を終わらせていただきます。ご清聴

どうもありがとうございました。（拍手） 


