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国登録有形文化財 杉野目家住宅について 

               北海道大学名誉教授 杉野目 浩 

Ⅰ．まえがき 

 杉野目家住宅は、昭和８年（1933）、北海道帝国大学（現北海道大学）教授、

杉野目晴貞が私邸として建設した住宅である。昭和６３年（1988）、札幌市「さ

っぽろ・ふるさと文化百選」に選ばれたが、平成１１年１０月１４日（1999）

国登録有形文化財に登録され，平成１７年３月３日（2005）には、札幌市が制

定した札幌市都市景観条例に基づく札幌市都市景観重要建造物の指定を受けた。

本年（平成２５年）築８０周年を迎えた。 

 杉野目晴貞は、東北帝国大学理科大学助教授当時、第一回国際ロックフェラ

ー フェローとして英国に留学、昭和５年（1930），北海道帝国大学に新設され

た理学部の初代教授の一人に選ばれ、札幌に赴任した化学者である。専門は有

機化学。昭和２９年１０月（1954）から３期１２年間北海道大学学長を務めた。

札幌に赴任した杉野目は、当時の北海道帝国大学技師・営繕課長の萩原惇正に

私邸の設計を依頼した。昭和４年、新築された北海道帝国大学理学部の建物 1)

の設計・監理を担当し、見事に完成させた萩原の力量を買ったのである。  

 萩原の設計になる杉野目邸は、札幌市中央区南１９条西１１丁目１−２５に位 

置し、１３２０m2 の敷地内に建てられたイングランド テューダー朝様式２)、ハ

ーフ・ティンバー３) スタイルの木骨煉瓦造２階建（２階面積６１m2）、鉄板葺、

建築面積２７１m2の洋館である(文頭の写真 A、C、D、E、参照)。 

 杉野目は、理学部開学前年の昭和４年８月（1929）、英国留学から帰国したば

かりで、私邸の建設に際し設計者に求めたのは、１）本州とは全く異なる北国

積雪地の厳しい風土での生活に耐える近代的設備を具えた、本格的で堅牢な作

り、 ２）英国に残る伝統的で美しい煉瓦造りのハーフ・ティンバースタイル、

３）仙台から伴った高齢の母のため、内部は和室、洋室両者を具えたいわゆる

和洋折衷方式、という複雑、面倒な条件を満足することであった。萩原の経歴

（後述）を見ると、彼は当時３８歳、関西で税関、学校など、公共建築物の設

計、監督の実績を積んだ後、大正１２年夏、北海道庁に赴任、北海道立図書館

などを設計した建築技師であった。しかし、彼にとって、積雪寒冷地の住宅の

設計、監督は新しいチャレンジではなかったかと思われ、また時代は昭和の初

期、欧米滞在の経験のない萩原に、杉野目が資料を提供し、細かく注文を出し

たことは想像に難くない。 
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 萩原は、その数年前に北大営繕課の技手となった部下の岡田鴻記を助手とし

て杉野目の難しい要望に応え、厳しい北海道の風土にマッチした独自のハー

フ・ティンバースタイルの住宅を設計、建築した。萩原の助手を務めた岡田は、

北海道下富良野村（当時）出身で当時２３歳、神戸高等工業学校建築科を卒業

してその数年前営繕課に入った技手であった。萩原の下で設計技術を習得した

岡田はその後度々の兵役による中断はあったが、北大厚岸臨海実験所など北大

ならびに関連の施設、住宅などの設計に携わり、太平洋戦争中の昭和１９年

（1944）退官した。その後、戦中、戦後の一時期、空知郡赤平町の民間企業で

働き、昭和２５年，現在札幌市にある（株）岡田設計の前身となる設計事務所

を設立し、北海道の民間建築設計、建築を手がけ、昭和５６年（1981）他界し

ている。下記に岡田が描いた杉野目邸のパースを示す。このパースに描かれて

いる門扉と塀は実現せず、その後幾度かの変遷を経て、約 30年前から、建築家

山本真一郎氏のデザインになる現在の姿（文頭の写真 A参照）となっている。 

 
杉野目邸のパース（Perspective透視画） 岡田鴻記 制作 昭和 8 年（1933） 

 

Ⅱ．杉野目邸の特徴 

 １．建築様式 

 杉野目邸は、英国イングランドで特に１５世紀から１７世紀のテューダー朝
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時代２)に多く建てられた前述のハーフ・ティンバー様式３)と呼ばれる外観を有する住

宅である(文頭の写真 A、C、D、E 参照)。破風（ゲーブル）は、東西南北四方に、大

小合わせて十一あり、ホーソンの有名な小説のタイトル風に言えば、ハーフ・ティン

バースタイルを有する“The house of eleven gables” (十一破風の家)である（図 1）。          

   

図 1-1 杉野目邸立面図（1933年）―南面 

 

図 1-2 杉野目邸立面図（1933年）―西面  図 1-3 杉野目邸立面図（1933年）―東面 

 
          図 1-4 杉野目邸立面図（1933年）―北面 
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 ハーフ・ティンバー式建造物（half-timber work）（半木骨造建造物と翻訳さ

れている）とは、柱、梁などを、装飾を兼ねて切妻の面に露出させ、骨組みの

間の空間を漆喰，編み枝などで埋める、古くは北ヨーロッパの住宅に汎用され

た建築様式である（写真１）。杉野目邸の場合、写真に見える露出している湾曲 

 

 

した木組みは、ナラ材を彫って作られている。住宅外壁は、組み上げた木骨の

外側に煉瓦を積み、その上を“洗い出し”（煉瓦をセメントで覆い、さらにその

上を荒い川砂で覆ってからセメントの乾かないうちに水洗いし、光る川砂の粒

子を壁に浮き出させる）という工法で仕上げられている（写真２）。 杉野目の

願望は、英国のように完全に煉瓦造りの住宅であったと思うが、地震の多い日本で、

地震に耐えしかも厳しい冬の寒風を防ぐ北海道の住宅として、木骨で補強した煉瓦

をセメントで覆うといった手のかか

る外壁を選んだと考えられる。 

 デザインの特徴について若干述

べれば、ほとんどが方形の窓である

が、鉄や木製の飾り桟のある菱形や

丸形(内部)の飾窓がいくつかあり、

上部の窓にはアーチ型のデザイン

が採用されている。洗い出しによる

壁面のところどころにアトランダ

ムに、褐色に焼いた煉瓦がはめ込ま
   写真 2 洗い出しの壁 

写真 1  ハーフ・ティ

ンバー様式のアパート

メント  1930 年建築

West Acton, England, 
U.K.   

copyright 

 David Hawgood 
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れていて、大きな壁面の単調さを和らげている（写真３）。また、壁面の下部ぐ

るりには、装飾用の刻み目が入れられ、（写真４）一見すると、石を互い違いに

積み上げたかのような印象

を与える。 

 

  

 

 これらの傾向、つまり“単

調さを破る”意図は、玄関

ポーチの床の石組みなど随

所に見られる。正面のアー

チ型の張り出し玄関（ポー

チ）には、北大理学部（昭

和４年落成）の外壁に萩原

が用いたと同様のスクラッ

チタイルが使われている

（写真５）。この表面を引っ

掻き、筋目をつけて焼いたタ

イルは、日本の大正末期から

昭和初期の建物に多く使われた建築材料である。昭和３年に落成した東京神田

の学士会館 4)はその代表例で、杉野目邸の４年後に落成した札幌市の藻岩浄水場

の外壁にもやはりスクラッチタイルが使われている。 

  以上全体として、力の入った重厚建造物ではあるが、ところどころに遊び心

が見てとれる。ある建築家は、見学後、「時代的にアールデコの影響も感じられ

ますね」と漏らしていたが、どうであろうか。 

  写真 3 杉野目邸（南西から撮影） 

 

 写真 4 壁面下部ぐるり 

    写真 5 スクラッチタイル 
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 ２．暖房と水洗設備など  

 昭和の初期、北海道の個人住宅の冬期の暖房は、ストーブで、燃料は、もち

ろん産炭地北海道産の石炭であった。杉野目晴貞は、私邸に札幌の個人住宅と

して始めての本格的な集中暖房方式を採りいれた。１、２階のほとんどの和室、

洋室、書斎、居間、応接室、トイレット等に設置された温水暖房用のラジエー

ター（鋳物製）は、８０年を経た現在も使用されている。この集中暖房は、地

下室に、輸入品の石炭ボイラーを設置し、建設当時、それ故に風呂屋か教会か

と間違われた高い集合煙突で排煙していた。昭和１０年代の晩秋には、邸前に                     

１トン積みの馬車がずらりと並び、バックするのを嫌がる馬を、馬方が、順次、

石炭庫前に誘導し、石炭を投げ入れるのが杉野目家の年中行事の一つであった。

ボイラーに使える石炭はいわゆる塊炭であるが、太平洋戦争末期にはいわゆる

粉炭しか手に入らなくなり大変な苦労をしたものである。 

 昭和８年（1933）の札幌の人口は、１８０，４１３人（現在は１９３万人）

で、杉野目邸が建設された当時、現在は中央区の藻岩山を間近に望む敷地一帯

は、果樹園、畑、空き地の間に住宅の点在する札幌の郊外風の風景が広がり、

下水道はおろか、上水道もなかった。5) 当時、札幌は地下水が豊富で、生活用

水はポンプでくみ上げた地下水が使用されていた。しかし、上水道に関しては、

昭和１２年、札幌市が藻岩上水場を建設し、水道が使えるようになった。 

 杉野目邸は、下水道がなかったにもかかわらず、住宅東側に大規模な浄化槽

を設置し、札幌の個人住宅として初めての水洗方式のトイレットを設置した。

この浄化槽は、昭和３４年、杉野目邸前を走る道路にようやく下水道管が敷設

されるまで、四半世紀の間使われていた。 

 当然のことであるが、杉野目邸の集中暖房用のボイラーは、戦後、石炭から

石油へのエネルギー革命に対応して小型、機能的な石油用に変っているが、オ

リジナルのラジエーターは、ごく一部のパネル化を除き、現在も稼働している。 

 また、建築材料の著しい進歩に対応し、昭和６１年（１９８６）、建築家 

伊皆和朗氏に委嘱し、冬季対策として、天井、床、窓の断熱工事を重点に大規

模な改修が施された。この改修により、外観に配慮しながら、ナラ材の窓ワク

は、応接室等を除き、断熱、気密性の高いペアガラスとプラスティック製の窓

ワクに交換された。時代の進運に合わせた改修が、住宅に新たな生命を吹き込

むようである。 
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 ３．庭園                                                                                                                                               

 建物は西に面して敷地の北側中央に位置し，正面（西側）ならびに南、東の三面

は庭園となっている。数年前、「杉野目氏庭園設計図」なる図面が見つかった（図２）。 

 
              図 2 庭園設計図 1933 年 

花、樹木を愛した杉野目晴貞が注文して設計者に作らせたプランであろう。正面（西

側）と南側庭園の構成は８０年間ほぼ変っていない。即ち、玄関ポーチに至る砂利

を敷いたアプローチとそれに沿ったオンコ（イチイ）の生け垣、ドウダンツツジを

配したローン、中央のスペースには主として外来種の数種の松が植樹されている。

建物の建設後間もなく植栽されたこれらの樹木は80年以上の歳月を北海道の厳しい

風雪に耐え、現在、太いものは直径５０センチの大樹に生長している。因みに、樹

種（註１）を記すとオレゴンパイン（別名ダグラスファー、Pseudotsuga menziesii）、

コンコロールモミ（Abies concolor）、エンゲルマントウヒ（Picea engelmannii）、

ポンデローザマツ（Pinus ponderosa）、 ヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris 

Linn）、コウヤマキ(Sciadopitys verticillata)で、数年前，台風被害、過密等のた

め、数本が伐採された。年輪から推定した最も太いダグラスファーの樹齢は８４年

であった。コウヤマキを除き、これら北米、欧州産の松類は、昭和の初期、北大植
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物園から分与されたものと推察される。以上の松類の他、広葉樹であるイヌエンジ

ュ、ハクウンボクの白い花などが初夏の前庭を彩る。              

 南側の庭は、建物に含まれる小温室に面した、花壇に縁取られた約２０m2 の

コンクリートのテラスと芝生、南側の隣地との境に沿って植えられた針闊混交

の樹木と札幌軟石の歩道が配されている。このテラスは、パーゴラと呼ばれて

いたので、パーゴラを配置するためのテラスと推測されるが、８０年来そのま

まであった。大きく育った各種の楓は、新緑、晩秋にそれぞれ美しい季節の彩

りを添える。 

 東側の庭は、太平洋戦争中は、一部は家庭菜園などに使われ、見る影もなか

ったが、数年前、新たに中央、南北方向に芝生と歩道を配するボーダータイプ

の庭が造成された。中央には南側庭園を経て建物正面に至る札幌軟石の歩道、

さらに芝生を隔てて杉野目邸東端に設置した小端(こば)積みの花壇の石材には

北海道北見地方に産出する鉄平石（黄鉄平）が採用された。（文頭の写真 A～E

参照） 

 ８０年という歳月がもたらした現在の庭の景観を眺めて、杉野目晴貞がどの

ような感想を漏らすであろうか、聞いてみたい気がする。 

Ⅲ．杉野目晴貞について 

 杉野目晴貞は、宮城県古川町（現大崎市）出身。

旧制第二高等学校から東北帝国大学理科大学に進み、

日本の有機化学の分野の草分けの真島利行教授（後

年、文化勲章受章）に師事した。真島の助教授を務

めていた大正１５年 (1926)７月から第一回ロック

フェラー フェロー、ついで文部省在外研究員とし

て英国マンチェスター大学に留学、サー ロバー

ト・ロビンソン教授（ノーベル化学賞受賞者、後に

ロイヤル ソサイエテイ総裁）の下でアルカロイド

の合成研究に従事、その後８ケ月間スイス国チューリッヒにあるスイス連邦工

科大学（ETH）、リヒャルト・クーン教授（ノーベル化学賞受賞者）の下でカロ

チノイド関連物質の研究に従事し、昭和４年（1929）８月帰国した。杉野目の

滞英中、北海道帝国大学では、理学部創設が決まり、その創立委員長に杉野目

の師、真島利行東北帝国大学教授が就任した。真島は教授選考の責任者となり、

滞英中の杉野目が初代教授の一人に指名され、翌昭和５年４月１日開学した北
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海道大学理学部の準備のため、帰国数ヶ月後、慌ただしく教授として札幌に赴

任した。 

 専門は天然物有機化学で、特に、“トリカブト属アルカロイドの研究”は、杉

野目が東北帝国大学時代に真島教授の協力者として研究を始め、北海道大学理

学部時代も最も力を注いだライフワークで、昭和２５年（1950）日本化学会賞

を受賞している。杉野目が化学科で担当した有機化学研究室からは、2010 年度

ノーベル化学賞を受賞した鈴木章北大名誉教授を始め、多くの優れた有機化学

者が輩出した。（筆者も有機化学講座出身） 

 昭和２５年（1950）６月から２期、理学部長を務めた後、昭和２９年 (1954)

１０月、第七代北海道大学学長に選出され、３期１２年間（1954−1966）学長を

務めた。理学部出身の初めての学長であった。理学部長時代の昭和２８年（1953）、

杉野目は、英国での師、ロビンソン卿を北大での学術講演に招いたが、その際、

ロビンソン卿は杉野目邸も訪れている。 

 学長在任中は、北海道大学創基８０周年の記念事業（北海道大学初代教頭

William S. Clark の母校、米国マサチューセッツ州立大学との教授、研究者交

換事業、国立大学初の本格的学生会館であるクラーク記念会館の募金による建

設等）を皮切りに、老朽化した各学部建物の新、改築、学部、学科、講座の増

設等、戦後北大の近代化、国際化の基礎固めに心血を注いだ。当時は学内に問

題が山積し、疾風怒濤の時代であったが、おりから、日本が高度経済成長期に

入ったことも幸いし、在任中に９６講座、学部を含む１１の研究施設が増設さ

れ、退任時、北海道大学は、我国の国立大学中、最多の学部を擁する総合大学

に発展した。 

 また、杉野目は、北海道総合開発委員会委員長（1960—72）、北海道科学技術

審議会会長（1957−72）、札幌市民憲章制定準備会議議長（1963）その他を通じ

て地方行政に協力し、地域社会の発展に尽力した。北海道から北海道開発功労

賞を頂戴している。 

 学長を退任後は、日本ユネスコ国内委員会委員長（1968−72）、ユネスコ・ア

ジア文化センター初代会長（1971−72）、科学技術会議議員（1966−72）、日本化

学会会長（1967—68）その他政府の公職を務めた。 

 昭和４７年４月１日（1972）、日本ユネスコ国内委員会委員長としてインドネ

シアのポロブドール遺跡修復協力事業のためジャカルタに出発したものの、東

京で体調を崩し帰札。同年４月１４日死去した。享年７９歳であった。 
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Ⅳ．萩原惇正について 

 明治２５年（1892）生まれの萩原惇正は、杉野目邸設計当時、北海道大学営

繕課技師・営繕課長の職にあり、昭和９年（1934）４月まで在職した。萩原惇

正の経歴は次の通りである。（北海道大学大学院工学研究科都市環境工学，越野

研究室の調査による。６）） 

明治４４年（1911）7月    関西商工学校卒。 

               河合建築事務所勤務。 

大正６年（1917)１１月     大蔵省臨時建築課勤務。 

               大阪税関庁舎新築工事設計担当。 

大正９年（1920）９月     文部大臣官房建築課神戸出張所長心得 

               神戸高等商船学校創立工事設計および監督 

大正１２年（1923）４月    文部大臣官房建築課姫路出張所長心得   

               旧制姫路高等学校創立工事設計および監督 

大正１２年８月        北海道庁土木部建築課建築技師           

               昭和２年６月北海道帝国大学より「新営工事 

               に関する設計および監督」の嘱託を受ける。 

昭和２年（1927）８月     北海道帝国大学技師 

昭和２年９月—昭和９年４月  北海道帝国大学営繕課長  

 以上のように、関西商工学校（現関西大倉高等学校）卒業後、大阪の建築事

務所で建築設計技術を習得した萩原は、６年後、国に採用され、大阪税関庁舎

の設計を皮切りに官立神戸高等商船学校（現在神戸大学海事科学部）、次いで旧

制姫路高等学校（神戸大学姫路分校となり昭和３９年廃止）それぞれの創立工

事設計、監督に従事した。 

 この度、筆者が現地で確認したところでは、本州で彼の設計した、前述の建

物のうち大阪税関庁舎と現在の神戸大学深江キャンパスに建設された神戸高等

商船学校の校舎は残存していない。しかし、旧制姫路高等学校のキャンパスに

大正１３年（1924）建設された木造の本館（写真６a—c）と講堂（写真７）は、

現存し、杉野目家住宅が指定を受けたと同年（1999）に文化庁登録有形文化財

に指定されている。旧制姫路高等学校のあった場所は、兵庫県立姫路短期大学、

兵庫県立姫路工業大学（環境人間学部）を経て、現在兵庫県立大学環境人間学

部のキャンパスとなっていて、彼の設計した有形文化財に登録の本館は、同窓

会館として現在も使われている。 
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写真 6a 旧制姫路高等学校 
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写真 6b 旧制姫路高等学校本館正面     写真 6c 旧制姫路高等学校本館入口 

  

 

 

 

写真 7  

旧制姫路高等学校   

講堂 

(萩原惇正設計・監督) 

 

 

 

写真 6  旧制姫路高等学校（国登録有形文化財  設計・監督:萩原惇正） 
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  筆者も当時全国に２５校あった旧制高等学校の一つ北海道大学豫科の最終期

修了生であるので、旧制姫路高等学校の建物と杉野目家住宅が不思議な縁で結

ばれていたことに特別の感慨を覚える。 

 １９２３年（大正１２年）、姫路の仕事を終えた萩原は、北海道庁技師として

本州と気候、風土の全く異なる北海道に赴任した。札幌市中央区北 1 条西５丁

目に現存する旧北海道立図書館（現道立文書館別館）は、彼が道庁在職中の大

正１５年（1926）に設計、監督した公共建築物で、「さっぽろ・ふるさと文化百

選」に選ばれている。（註２） 

 萩原は、昭和２年６月（1927）、北海道帝国大学より「新営工事に関する設計

および監督」の嘱託を受け、その８月北海道帝国大学の技師に任命された。翌

月、営繕課長となり、彼の代表的業績である北海道大学理学部本館の設計、監

理の大任を果たした。この建築は、札幌に本格的な鉄筋コンクリートの建物が

なかった時代に萩原が手がけた建物で、北海道帝国大学で初の RC造の建物であ

った。工事開始が昭和２年１１月９日、竣工は昭和４年１１月１０日と記録さ

れている１)。２年の歳月を費やして建てられ、私も昭和２５年から学生ついでス

タッフとして長い間過した北大理学部の建物は、外壁がスクラッチタイルおよ

びテラコッタ張りのモダン・ゴシック風、３階建ての堂々たる科学の殿堂で、

現在も北海道大学総合博物館として使われている。萩原は建物竣工当時３８歳。

理学部の仕事の後も、１９３１年旧日本メソジスト函館教会，１９３３年、杉

野目邸、さらに北海道大学農学部本館（現存）など数々の建物の設計を手がけ、

北海道の建築史にその名を残したが、この優れた建築技師の肖像や北大を離れ

た後の後半生についてのアーカイブが乏しいのは残念である。 

 

Ⅴ．文献等 
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５）インテリアライフ、93、30、（昭和 63 年３月） 
６）北海道帝国大学の営繕組織の沿革と建築技術者について、池上重康、越野武、  

角幸博、日本建築学会計画系論文集、第 541号、213-219，2001年 3月 
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註 

１）樹種鑑定については笠 康三郎氏のご助力を得た。 

２）最近の新聞報道によれば、この建物は、北海道が地元の製菓会社に売却し、

平成２６年３月から所有権が移り、数年内に「北菓楼札幌本館」となると

のことである。 
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 本文は、杉野目浩著「国登録有形文化財 杉野目住宅」（2013 年 12 月 25 日）

を著者の許可を得て、畑田耕一が一部改稿したものです。改稿に当たり写真デ

ータの提供をはじめいろいろな面でご協力いただいた著者の北海道大学名誉教

授杉野目浩氏に心より感謝申し上げます。 

大阪府登録文化財所有者の会会長・大阪大学名誉教授 畑田耕一（2014 年 4月 20日） 
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