
8

■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

連載：「北海道開拓の村」にみる木造建築　その2

住宅における和と洋の融合
－旧開拓使爾志通（にしどおり）洋造家（白官舎）を事例に－

北海道博物館　鈴　木　明　世
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

図1　国指定重要文化財：聴竹居（昭和3（1928）年）
設計：藤井厚二。社会的に進み始めた洋風スタイルの新し
い暮らし方と，和風住宅の空間構成を高度に組み合わせた
ものになっています。

図2 大主典邸平面図
（北海道建築士会編『北海道の開拓と建築　上巻－解説・
写真』（北海道, 1987, p.55）より）。寝間部分筆者追記。
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

図3　創建時の旧開拓使爾志通洋造家
（北海道大学北方資料データベースより）

図4　現在の旧開拓使爾志通洋造家

表1　札幌の官舎建築

（村上孝一「開拓使爾志通洋造家（白官舎）の調査概要」
『北海道開拓記念館研究年報』（第15号, 1987）より）
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

図6　壁の構造（北海道博物館蔵）

図7　屋根の構造（北海道博物館蔵）

解体時に内壁を取り外した際の写真です。柱の間に等間隔
に間柱が建てられており，筋交いの補強も見られます。

解体時の写真です。屋根構造はほとんどそのまま残ってい
ました。

図5　旧開拓使爾志通洋造家平面図
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。

参考文献
本文中では読み味を優先して歴史史料や文献等から
の引用はあえて控えました。参考文献では，そうした
史料やその他の建物についても詳しく説明しておりま
すので，もし興味があればぜひ手にとってみてくださ
い（一部手に入らないものもあります）。

1）遠藤明久：開拓使営繕事業の研究，私家版（1961）.
2）北海道建築士会編：北海道の開拓と建築 上巻，　
北海道（1987）.

3）村上孝一：開拓使爾志通洋造家（白官舎）の調査概
要，北海道開拓記念館研究年報，第15号（1987）.

4）遠藤明久：北海道住宅史話（上），住まいの図書
館出版局（1994）．

5）遠藤明久：開拓使の爾志通洋造家（明治10年），
日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸），
1974， pp.1479-1480．

6）村上孝一：開拓使爾志通洋造家の調査について，
日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道），
1986， pp.711-712．

■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

図8　移築復原時の2階の様子（北海道博物館蔵）
畳敷きで押し入れがある和風の部屋に，上げ下げ窓のある
洋風の壁がある空間が，北海道の庶民の住宅にも広がって
いきます。

図9　解体直前の様子（北海道博物館蔵）
おおよその外形は残っているものの，記録がなければほと
んどわからないほど増改築が行われていました。
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の

外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。

図10　さまざまな和と洋の混在
和風棟と洋風棟，和室と洋室，和と洋の仕様，それぞれの接続の仕方，混ざり方に特徴が現れています。

旧福士家住宅 旧松橋家住宅 旧有島家住宅
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■開拓使による実験住宅としての官舎
さて，このような流れに対して，札幌を中心とした
開拓使の系譜として，北海道でも和風と洋風の混ざり
合いが生じていきます。その変化が顕著に現れるのが
住宅です。
開拓使が建設する官舎に洋風が取り入れられるの
は，明治6年頃からです。開拓使の本庁を札幌に置い
た当初は，和風の官舎が建てられていました。しか
し，それらは障子や薄い板壁で構成されており，冬の
寒さは耐えがたいものであったと想像できます。その
後，明治5年に開拓使関係建築の洋風化が決定し，明
治6年より本格的に建設が始まっていきました。それ
らはアメリカの技術を用いた洋風化であったことは前
回述べましたが，官舎も同様の洋風仕様で建てられて
いきます。その特徴を簡単に紹介します（図2）。
玄関を入るとホールがあり，その左右に家来部屋と
客間があります。客間の奥に寝間と居間があり，家来
部屋の奥に台所があります。廊下を進むと建物から張
り出した部分に雪隠（トイレ）と湯殿（風呂場）があ
ります。各室には板壁が配され，隣室とはドアを介し
てのみ繋がるため，日本建築の様に建具を取り外して
開放的な空間を創出することはできません。また，居
間，寝間，家来部屋は畳敷きですが，押入れや床の間
などの和風の設えはありません。客間と台所は板張り
の床で，特に客間においては，イス座などの洋式の部
屋としていたのかもしれません。外壁は下見板張りに
ペンキが塗られ，窓は二重の両開きガラス戸だったよ

うです。また，竣工直後にストーブも設置されまし
た。
面白いことに，積極的に洋風の仕様で建てていたに
もかかわらず，間取りの規格は尺寸を基準にされ，屋
根の構造も和小屋が多いという，和風の規格や構造が
取られていた点です。日本の技術をもとに洋風住宅を
作り上げた様子がこの点からも見ることができます。
しかし，外観としては完全な洋風住宅ですので，ペン
キで様々に彩られ建ち並ぶ洋風住宅の姿が，庶民の目
にどのように映ったかは想像に難くありません。庁舎
建築だけでなく，住宅まで洋風につくられた街並み
は，新しい文明を象徴する姿だったことでしょう。こ
の一連の洋風官舎を建設した後，開拓使は屯田兵屋を
除く官舎の建設を中断しており，再開は明治10（1877）
年のことでした（表1）。
こうした洋風の間取りは，和風の住宅とは大きく変
わったものですので，生活スタイルもまた大きく変化
させなければなりません。そのような生活はなかなか
馴染めないものだったのか，またコストバランスが悪
かったのかは，はっきりとしていませんが，徹底した
洋風仕様の官舎は，明治10年に官舎の建設を再開し
ても建てられることはありませんでした。つまり，洋
風官舎をつくり上げたことによって，暮らし方に関す
る課題を発見し，また新しい形で住宅を計画する必要

性が生じたのです。今であれば，官舎は実験住宅だっ
たと捉えることも可能でしょう［注3］。その後，明
治10年からの官舎建設再開の際に，和と洋の混ぜ方
を調整し，今回の題材にあたる旧開拓使爾志通洋造家
が完成しました。開拓使が移住者にとって見本となる
ように，環境適応のための洋風技術と本州以南由来の
和風の仕様をかけ合わせた住宅の発明を目指し，その
一つの到達点となった住宅でした。

■北海道らしい住宅の先駆け：旧開拓使爾志通洋造家
旧開拓使爾志通洋造家は明治11（1878）年，旧札幌
農学校演武場（時計台）と同じ年に，開拓使の下級官
吏の官舎として建てられました。場所は現在の札幌市
南2条西6丁目です。創建当初は2軒長屋が4棟連なっ
ており，白ペンキで塗られた真っ白な外壁が建ち並ぶ
姿は，本州以南の木造建築に慣れていた市民にとって
さぞや奇妙なものに見えたことでしょう。それを象徴
するかのように「白官舎」と愛称がつけられていまし
た（図3，4）。また，有島武郎による小説「星座」の
舞台としても描かれ，街を彩る一景観として市民に親
しまれていた建物でした。

一軒ごとの規模は，間口4.5間（1間=6尺≒1,820mm），
奥行5.5間，その奥に便所が突き出る形で配置され，
2階は間口4.5間，奥行3間です（図5）。内部の間取
りは，1階は平入り玄関，6畳，4.5畳，10畳×2の畳
敷き，台所，縁側を介して便所が続き，2階は6畳，

4.5畳の板の間，12畳の畳敷きとなっており，純和風
のつくりと言えるでしょう。また，住居の両端には階
段が設置されており，畳敷きと板の間へ別々の動線で
上がれるので，部屋の使い方を明確に区別していたこ
とが考えられます。このような平面の住宅が左右対称
形でつながり，2軒1棟の長屋になっていました。外
観の主な特徴として，下見板張に白ペンキ塗の外壁，
ガラスの上げ下げ窓，四隅には付け柱が添えられてお
り，屋根は柾葺きで，2階は切妻，1階は片寄棟とな
っていました。このように外観はほとんど洋風のデザ
インになっています。

さて，前回紹介したように開拓使による洋風建築の
デザインは，明治10年，開拓使工業局庁舎を最後に
して，簡素かつ明快なものに変化していきます。開拓
使工業局庁舎までを前期とするならば，札幌農学校演
武場（時計台）や開拓使爾志通洋造家は，後期の最初
期にあたる建物です。その大きな契機となったのは，
札幌農学校に来たアメリカ人教師らによってバルー

ン・フレーム工法がもたらされたことです［注4］。
時計台はもちろん，開拓使爾志通洋造家にもこの構造
の特徴が見られます。つまり，日本建築のような柱と
貫は用いず，2階まで一本で通された柱と等間隔で配
された間柱を，貫を用いず土台・桁とで枠組みにして
あります（図6）。部分的に筋交いも設けられていま
した。屋根は垂木小屋組で，棟木と桁で受けており，
天井根太は垂木と同間隔で架けられています（図

7）。建物の四隅には火打梁が入り構造的に確かなも
のになるようにされています。

解体時の調査で，間柱や根太，床板などは前回紹介
した機械挽きで製材された痕跡が残っていたこと，天
井板や根太と梁などは和釘を用いて接続していたこと
が判明し，上記のような解体時に得た特徴は，創建当
初の構造が色濃く残されていたものであったことが証
明されました。

バルーン・フレームのような新しい構造手法の導入
も重要ですが，やはり外観を洋風にして，内部は純和
風の間取りとしたデザイン革命が特筆すべき点です
（図8）。それはさながら擬洋風建築のようなものに
見えるかもしれません。しかし，これは意図を持っ
て，特殊な環境に合わせた暮らしと慣れ親しんだ文化
的な暮らし，この二つを共存させるために和と洋を融
合させた結果なのです。この外観洋風・内部和風の形
式が，明治中期から大正期にかけて札幌を中心とした
道内の庶民の住宅にも浸透していき，北海道的な和洋
折衷スタイルとして確立していきます。結果として，
市民に親しまれた「白官舎」の発明が，その後の住宅
のスタイルを大きく変えることになりました。つま
り，北海道の地で定住するために開拓使が取り入れた
洋風技術を用いて，官舎を実験住宅として試行錯誤し
たのち，まさに，その目的を達成し得る第一歩となっ
たのです。その意味で，旧開拓使爾志通洋造家は，北
海道の住宅史を考える上で非常に重要な建築として，
位置づけることができます。

■旧開拓使爾志通洋造家（白官舎）のその後
開拓使爾志通洋造家は前述の通り，開拓使の下級官
吏の官舎として建設されましたが，明治15年までの
間に払い下げが行われています。それから，旧所有者
になるまでの経緯はわかりませんが，旧所有者が第二
次世界大戦後に購入し，増改築を行って板金業を始め
ました。昭和59（1984）年に板金業を廃業し建物を売
却しています。その後，昭和61（1986）年にビル建設
のため解体されることになりました（図9）。

解体時には，2軒長屋×4棟あったはずの建物はこの
1軒分しか残っておらず［注5］，建設時の状態を残
すものとして大変貴重な史料となっていました。例え
ば，間取りや外観は古い資料をもとに把握できていた
のですが，構造がバルーン・フレーム工法と同じよう
な特徴があったことは調査によって初めて認識されま
した。もしそれがなければ，構造も日本建築と同様の
ものであったとされていたでしょう。この出来事を知
った時，現物が残されることの重要性をより感じたこ
とを覚えています。
解体自体は，開拓の村への移築のための北海道によ
る事業ではありませんでしたが，解体材の一部が開拓
記念館（現：北海道博物館）に寄贈され，平成8（1996）
年の復原時に用いられています。ただし，開拓の村で
は，4棟のうち1棟分のみの復原となっています。も
しこれが4棟並んでいたとすると，相当なインパクト
があったことが容易に想像できます。

■さまざまな和洋の混在
ところで，和風と洋風が混ざり合う住宅には，様々
なパターンがあることは本州以南の歴史的変遷ととも
に既に説明しました。開拓の村でも，それらのパター
ンを見ることができるので一部紹介します（図10）。
一つ目は，和風の建物と洋風の建物を並列させたパ
ターンの旧福士家住宅（明治期）です。これは，洋風
の病院であった建物に，和風の住宅を後から廊下でつ
なげたものになります。
二つ目は，一つの住宅の中に，和室と洋室を併設さ
せたパターンの旧松橋家（明治30（1897）年頃）です。

来客用の応接室として洋室を設け，居住のための空間
は座敷にするといったものでした。こうした形式の住
宅は，和室と洋室の境目に特徴が現れてきます。
来客のための空間には，荘厳な洋館や洋室を設ける
ことでその所有者の格を表し，居住の空間には慣れ親
しんだ和室を設ける。これら2つのパターンは，まさ
に本州以南における和洋の混ざり合いと同じ流れを辿
ったものになります。
3つ目は，旧開拓使爾志通洋造家と同様の，洋風の
外観に内部は和室が広がっているパターンです。旧手
宮駅長官舎（明治17（1884）年）や旧有島家住宅（明
治37（1904）年）などにもそれが顕著に現れています
［注6］。この形式は，旧開拓使爾志通洋造家が流行
の発端となり，環境適応のための洋風と，暮らしやす
さの和風を組み合わせた，北海道版和洋折衷建築の完
成形と言ってよいでしょう。
以上のような，和洋の並列，和洋の併設，和洋の融
合，こうした和と洋の混ざり方に着目していただく
と，開拓の村の建物もこれまでと違った視点から見る
ことができるようになります。旧開拓使爾志通洋造家
とここで事例に挙げた4棟は，開拓の村の市街地群の
同じ通りの中で見ることができるので，ぜひその目で
確かめていただければと思います。

■おわりに
洋風技術の流入過程が本州以南と異なっていたこと
と同様に，和風と洋風の混ざり方も北海道独自の展開
がありました。それは，庶民にも浸透していく北海道
的な和洋折衷の形でした。
建築の形態が大きく変化するときは，必ず何かしら
の理由があります。例えば，西洋建築史の発展では宗
教が大きな影響を与えました。また，日本における文
明開花のような，社会的・技術的な大変革もその一つ
です。北海道においては，それは寒冷積雪という特殊
な環境であり，移住した人々が長く住み続けるために
は変化（発明）せざるを得なかったのです。その後
も，寒さを克服するには長い年月がかかり，北海道に
おける環境適応のための変化の歴史は，途切れること
なく現在にまで続いていきます。次回，官舎とともに
住宅の発展のための実験住宅でもあった屯田兵屋につ
いて，そして次々回で農業移住者の住宅を事例に寒さ
に耐える住宅の広がりについて紹介します。100年以
上にわたる寒さとの戦い，その最初期の変化の兆しを
今回ご紹介しました。

注
1： "擬"洋風建築とすると，偽物のような印象を持っ
てしまうことを避けるため，初期洋風建築と呼ば
れることもあります。

2：擬洋風建築から始まり，これらのパターンを全て
広義の和洋折衷建築として扱うこともあります。
しかし筆者としては，擬洋風建築はもとより，和
と洋が別個のものとして並列や併設していること
は，果たして折衷したと言えるのか，と考えてお
り，本稿ではあくまで最後のパターンを和洋折衷
建築として扱っています。

3：開拓使の官舎のほか，屯田兵屋も様々な技術を用
いて実験した住宅でした。これについては，次回
紹介します。

4：具体的な構造についてはいずれ紹介しますが，い
わゆるツーバイフォー工法の一種で， 板状断面材
を細かく緊結し，柱梁を用いずに広い空間をつく
り出す構造技術のことです。

5：昭和27（1952）年頃までは全棟残っていたようで
す。

6：これらの他にも，開拓の村中にこのパターンを用
いた建物はあります。立ち入りできない部屋も多
いですが，外観の特徴で分かるので，ぜひ探して
みてください。
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■はじめに
東京出身の私が，建築を学んだ身として「北海道開
拓の村」（以下，開拓の村）を訪れたのは，大学院2
年生の頃，現職への就職を目指していた時のことでし
た。当時は，関東を中心とした古い民家や集落を対象
に研究を行っており，様々な住宅の形態やその歴史的
変遷を建築史的に辿っていました。当然ですが，いわ
ゆる和風の民家ばかり見続けていたので，開拓の村の
建造物を見たときは，衝撃を受けたことを覚えていま
す。例えば，「本州らしい和風の形態と，洋風の作法
のせめぎあいがすごい，多くの建物で」と，当時のメ
モに書いてあり，一般の住宅にまで広く浸透した和と
洋の混合に，「北海道らしさ」を感じたようです。
洋風の建築様式が，北海道においては特殊な環境に
適応するために導入され発展したことは前回（2020
年8月号）述べました。では，そのような中で，北海
道に本州以南の人々が移住・定住しながら，住宅はど
のように発展していったのでしょうか。今回から3回
にわたり，北海道における住宅の発展について大きく
3つのテーマで書き進めていきます。まず1回目で
は，北海道らしい和風と洋風が混ざり合った住宅の誕
生ついて，2回目では，北海道発展の礎をつくった屯
田兵たちの住宅について，そして3回目では，農村の
住宅を事例に移住者たちの住宅の発展過程について紹
介し，寒さに耐えていく住宅が誕生するまでの物語を
概括していきます。

■本州以南の和洋折衷建築
皆さんも，明治以降に建てられた和風と洋風をかけ
合わせた建物の説明で，「和洋折衷建築」と名付けら
れていることを目にする機会があるかもしれません。
和洋折衷とは，すなわち「日本風と西洋風とをほどよ
くとりあわせること」（広辞苑）であり，日本古来の
建築様式と開国以来流入した洋風の建築様式とが混ざ
り合った建築のことを和洋折衷建築と呼びます。
日本建築に洋風が混ざり始めたのは，前述の通り江
戸時代の終わり，開国によって諸外国と交易を始めた

頃になります。横浜，長崎，神戸に設けられた開港場
の居留地に，長崎のグラバー邸に代表される西洋風の
商館や住宅などが建ち始めました。その建設に携わっ
た外国人技術者にレンガやトラス構造など西洋技術を
学び，建築の近代化に向けて歩んでいく官庁が主体と
なった動きがありました。それとは別に，西洋のデザ
インに感銘を受けた大工棟梁によって，全国各地にそ
の西洋風のデザインを取り入れた建築が建てられてい
きます。大工の高度な木造建築の技術をもって，見様
見真似で洋風建築の姿や形を再現しようとしました。
その特徴は，左右対称の平面で，中心に塔が建つもの
ですが，基本的な構造は日本の伝統建築と同様に作ら
れています。このような，日本建築の伝統的な技術を
基盤にして，西洋風の建築形式を作り出した建築を，
一般に「擬洋風建築」と呼びます［注1］。擬洋風建
築は，明治20（1887）年代後半頃まで盛んに建てられて
いきました。北海道でも，函館の街並みに見られる1
階が和風，2階が洋風のデザインの建築群は，この流
れと同様な理由で生じていたと考えられます。海や坂
の下から街並みを見ると，洋風建築が並ぶ発展した都
市に見えるようにデザインされていたのでしょうか。
そうした流れと共に，本格的に西洋建築について学
び，積極的に日本建築と西洋の構造・デザインを混ぜ
合わせた建築が誕生していきます。明治～昭和初期に
かけての住宅建築でその流れを概括すると，和風の建
物と洋風の建物を並列させた上流階級の大規模な住宅
建築に始まり，郊外の中小住宅における，一つの建物
内で和室と応接用の洋室の併設，そして，和と洋の特
徴を融合させた建物の誕生（＝和洋折衷建築）（図

1），といった流れで発展していきます。これらは，
大工が日本建築の技術を基盤として装飾的に西洋デザ
インを取り入れた擬洋風建築とは異なり，和と洋が明
確な意図を持って混ざりあったものでした［注2］。


