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［研究ノート］

移住型植民地・北海道における名望家の登場
─阿部仁太郎、豊平村移住までの軌跡

上田哲司
（日本学術振興会特別研究員）

要旨
近代の名望家に関する従来の研究では、彼らを近世の豪農層から連続する存在と理解する

傾向が強かった。しかし近年では、近代になって新たに勃興した名望家がいることが確認さ
れ、改めて近代的な存在として名望家を把握しなおすことが提起されている。
近代的な存在として名望家の把握を試みた時、北海道は非常に重要なフィールドである。

なぜなら、北海道の、特に内陸部においては、明治になって大挙して押し寄せた移民たちに
よって新村落の形成が相次いで行われたのであり、ここに登場した名望家たちには、近世以
来の地縁的な連続性は一切ないからである。しかし、現在、北海道の名望家研究は量的に乏
しい。それは、彼らが名望家としてよりも、北海道の開拓者として把握されてきたことが一
因と思われる。
以上の研究史的背景を踏まえ、筆者は、北海道における名望家研究の事例を積み上げる必

要を痛感した。しかし、そのためには、なによりもまず、名望家に関する史料を発掘しなけ
ればならない。そこで筆者は、北海道大学の関係者たちとともに、北広島市エコミュージア
ムセンターが収蔵する阿部仁太郎関係資料の調査に取り組んできた。仁太郎は、明治時代に
豊平村（現在の札幌市豊平区）に入植し、近代的な名望家へと立身した人物である。しかし、
新型コロナウイルスの感染拡大のため、調査の中断が余儀ないものとなった。
そこで今回は、仁太郎の豊平入植以前の動向について、北海道立図書館・国立公文書館な

どの収蔵資料を用いて明らかにしていこうと思う。本稿においては特に、近代的な名望家と
なった仁太郎が、貧困層の出身であったことを明らかにする。この成果は、名望家と豪農は
必ずしも連続しないことを、間接的に示すであろう。

はじめに
近代日本の在地社会を考求するにあたり、名望家の動向と事績を確かな史料から明らかにし、在
地社会の近代化をいかに推進したのか（あるいは、しなかったのか）を明らかにすることが重要で
あることは、いまさら言うまでもないであろう。
名望家に関する研究は、既に膨大な蓄積がある。これらの先学が示しているように、一口に名望
家といっても、実態は多様である。だが元来は、市町村制下において、市町村長や市町村会議員を
⽛名望アル者⽜に限定したため、これらの公職を継続的に務めたもののことを名望家と呼んでいた1）。
これらの職の多くは無給であったため、地主や大商人でなければ継続的に勤めることはできなかっ

1）奥田晴樹⽛総論 明治維新と地域社会⽜（明治維新史学会編⽝講座明治維新⚗明治維新と地域社会⽞有志
舎、2013）。



た。彼らは、単に資産家であるだけではなく、何らかの社会的行為によって名望を勝ち得ていた。
具体的な行為については、各名望家の事績を細かく検討するしかないが、概して、災害罹災者や貧
困者の救済、教育・土木・衛生などの事業に多額の寄付を行って名望を得る者が多かったことは、
多くの先学が示唆している。
以上述べてきたように、名望家たるにはまず資産家である必要があったため、彼らの多くは、近
世以来の豪農・豪商を出自にしていた。そのため、近代の名望家を、近世の豪農・豪商と連続する
存在と評価する研究が多かった。例えば、安在邦夫氏は、名望家の属性として、中世以来の由緒を
誇りにしていることや、近世では中間層としての特権を有し、明治維新である程度特権を喪失した
が、なお豊かな経済力を保持していることを挙げている2）。しかし近年では、近代になって新たに勃
興した名望家がいることが確認され、むしろ近代的な存在として名望家を把握する必要があること
が提起されている3）。
近代的な存在として名望家の把握を試みた時、北海道は重要なフィールドになる。なぜなら、北
海道の特に内陸部では、明治期に大挙して押し寄せた移民たちにより新村落の形成が相次いで行わ
れ、先住のアイヌ民族は土地を追われる結果になったからである。いわば住民が入れ替わったので
あり、ここに登場した名望家たちには、近世以来の地縁的連続性は一切ない。ならば、この地域に
名望家が登場した過程を明らかにすることは、近世以来の豪農から連続的に理解されてきた名望家
像を大きく変えることになるのではないか。
実は北海道史では、名望家の研究は少ない。ただし全くないわけではない。沿岸部の事例になる
が、内藤辰美氏は、小樽の藤山要吉、渡辺兵四郎を都市名望家として把握している4）。北海道内陸部
の名望家研究としては、⽝新札幌市史⽞による以下の指摘が重要である5）。札幌近郊農村では、民選
の総代人（官選の戸長の諮問を勤める）に、名望家・徳望家が再選を重ねた。顕著な例に、円山村
の上田万平、斎藤達蔵、豊平村の阿部与之助、阿部仁太郎、佐藤珍平などがいる。彼らは⽛各村の
草分けであることに特徴⽜があり、近世以来の豪農層を出自とする本州以南の名望家と明確な差異
が認められる。
このように先行研究を整理すると、近世の豪農層と連続しない名望家について考察するために、
北海道における名望家の研究を進め、本州以南の名望家と比較検討を進めることでその特徴を明ら
かにする必要があるといえる。しかし、現状、北海道において、名望家の研究は少ない。それは、
これまで彼らが、名望家としての側面よりもむしろ、開拓者として把握されてきたからではないか
と考えている。例えば、⽝新札幌市史⽞が名望家として挙げている先述の人物たちのうち、上田万平・
阿部与之助は、1969 年に北海道によって編集・出版された⽝開拓の群像 上⽞6）にその伝記が収められ
ていることからもわかるように、いわゆる開拓史観の文脈の中で、その事績が把握されてきた人物
たちである。開拓史観とは、北海道の歴史を明治の開拓を基点として捉え、開拓に指導的に従事し
た人物を賞賛・美化する一方、開拓がもたらした負の側面を捨象する見方とされている。北海道開

2）安在邦夫⽛自由民権期における地方名望家の存在形態⽜（鹿野政直ほか編⽝近代日本の統合と抵抗 ⚑⽞
日本評論社、1982）。
3）三村昌司⽛近代日本社会における名望家の歴史的位置⽜（⽝人民の歴史学⽞209、2016）。
4）⽛小樽における都市形成と階層・コミュニティ⽜（同⽝北の商都⽛小樽⽜の近代⽞春風社、2015、初出
2010）。
5）札幌市史編集委員会編⽝新札幌市史 第⚒巻通史⚒⽞（北海道新聞社、1986）、p.725-734。
6）北海道総務部行政資料室編⽝開拓の群像 上⽞（北海道、1969）。
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道百年とされた 1970 年頃に北海道がこの史観を強く打ち出した一般書を多く編んだことに対し、
社会的に強い批判が巻き起こった7）。1969 年に北海道が編纂した⽝開拓の群像⽞上・下巻も、そうし
た書物の一部である。おそらくはそのような理由で、本州以南と比べ、北海道では、名望家が議論
の遡上に上がりづらかったと思われる。そのため、北海道では、名望家の研究が量的に足りていな
いし、そもそも、北海道にも名望家と呼びうる階層の人々がいたということが共通理解になってさ
えいない。そこで、筆者は、開拓史観とその批判・超克という文脈からいったん離れ、開拓者を北
海道における名望家として捉え直すことを提起したい。
本稿の目的は、究極的には、北海道の名望家にはいかなる特徴があるのか、明らかにすることで
ある。だが、そのためには、これまで述べてきたように、北海道の名望家についての事例研究が量
的に足りていない。渡辺尚志氏は、名望家や豪農層全体の動向を論じることも重要だが、⽛その前提
として、やはり一人一人の複雑で豊かな人生を丸ごと明らかにすることが必要⽜だと指摘している8）。
この前提を省いて北海道の名望家を考察しようとすると、実態から著しく遊離した空論になってし
まうおそれがある。
そこで筆者は、北海道の名望家と定義しうる人物たちの関連史料を地道に掘り起こすことから始
め、彼ら⽛一人一人の複雑で豊かな人生を丸ごと明らかにする⽜ことに取り組みたい。その第一歩
として、本稿では、⽝新札幌市史⽞が名望家として列挙した人物のひとり、豊平村（現札幌市豊平区）
の阿部仁太郎（あべ にたろう）を検討課題として取り上げる。
仁太郎について、これまでも札幌の郷土史で度々取上げられてきたが、詳しくは後述するが、そ
の記述にかなりの異同が発生しており、その履歴を正確にたどることが困難である。そのため、仁
太郎の事績を正確に復元するには、信頼のおける史料の発掘が不可欠である。そこで注目されるの
が、北広島市エコミュージアムセンター（以下、北広エコ）が収蔵する阿部仁太郎関係資料である。
この資料群は、阿部家に伝えられてきた仁太郎に関する膨大な一次史料群である。広島町（現北広
島市）の町長だった穴田輝行氏が阿部家と姻戚であったため、広島町教育委員会に寄贈され、現在、
北広島市教育委員会が設置する北広エコに収蔵されている。筆者は、北海道大学の白木沢旭児教授
や、同大大学院生とともにこの資料群の目録作成にボランティアとして取り組んでいる。しかし、
新型コロナウイルス感染拡大のため、調査は中断となった。そのため、資料の全てを把握できてい
るわけではないが、それでも、これまでの調査で、仁太郎が災害罹災者や貧困者の救済、教育・土
木・衛生などの事業に多額の寄付を行い、民選の総代人・村会議員を継続的に勤めていたことが判
明している。それらは、典型的な名望家の事績であると言っていい。だが、出自については大きく
異なる。仁太郎は、本州以南の名望家の多くを占めた、豪農・豪商層の出身では全くない。
それではどのような経緯で、彼は豊平村へと入植し、名望家へと立身したのであろうか。北広エ
コの収蔵資料は、基本的には、仁太郎が豊平村に入植した明治 13 年以降の資料がほとんどであった。
そこで本稿では、まずは他館が所蔵する関連史料から、豊平村入植以前、明治 13 年以前の仁太郎の
動向について復元する。本稿で明らかにしたことを前提に、次の論考では豊平入植後の仁太郎の業
績を明らかにする。さらに他の北海道の名望家へと考察の対象を広げ、北海道における名望家研究
を進展させていくことにしたい。
なお、本稿では、引用史料に句読点を適宜付し、異体字は常用漢字に改めた。

7）内藤隆夫⽛北海道近代史研究のための覚書⽜（⽝経済学研究⽞61 巻⚓号、2011。
8）⽝東西豪農の明治維新⽞（塙書房、2009）、p.5。
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第⚑章 阿部仁太郎の関連史料と先行論考
第⚑節 阿部仁太郎の関連史料
現在、筆者は、北広エコ以外が収蔵する阿部仁太郎に関連する史料として、以下の史料を確認し
ている。①北海道立文書館が収蔵する歴史的な公文書に、仁太郎が度々登場している。②北海道博
物館が収蔵する武田家資料に阿部仁太郎の名前が若干見える。③北海道立図書館が、仁太郎の存命
中に編纂された⽝阿部仁太郎伝⽞という史料を収蔵している。④明治 31 年に仁太郎が国から藍綬褒
章を授与された際の記録⽛阿部仁太郎ヘ藍綬褒章下賜ノ件⽜が、国立公文書館収蔵⽝明治三十一年
公文雑纂巻四 内閣四 賞勲局三⽞に掲載されている（以下、⽛下賜⽜と略記）9）。また、原史料では
ないが、⑤仁太郎存命当時の出版物に仁太郎が度々取り挙げられており、史料として活用できる。
③⽝阿部仁太郎伝⽞には、仁太郎とその妻の肖像画、仁太郎に贈られたいくつかの賛辞、明治 27 年
⚒月に菊亭脩季が⽛撰幷書⽜をした、仁太郎を称えた漢文（以下、⽛菊亭漢文⽜）や、くずし字の和文
で認められた、仁太郎を称えた⽛阿部仁太郎君伝⽜（以下、⽛君伝⽜）という記事、仁太郎がこれまで
に授かった数々の賞状の写しが載せられている。
⽝阿部仁太郎伝⽞には奥付などはないが、いつ作られた本なのだろうか。冒頭部分に載せられてい
る仁太郎とその妻の肖像画は、それぞれ、42 歳、40 歳の頃とある。第⚒章で明らかにするが、仁太
郎は嘉永⚖年（1853）の生まれである。やはり第⚒章で述べるが、⽛君伝⽜は数え年を採用して仁太
郎の履歴を述べている。仁太郎が数え年で 42 歳となるのは明治 27 年である。⽛菊亭漢文⽜が⽛撰幷
書⽜されたのも明治 27 年である。よって、本自体がこの頃に作られたと考えるのが妥当だろう。
なお、菊亭脩季とは、太政大臣・三条実美の義弟で、開拓使に勤め、蜂須賀茂韶らと雨竜（現北
海道雨竜町）に華族組合農場を営んだことで知られる10）。北広エコが収蔵する阿部仁太郎関係資料
にも菊亭から仁太郎へ送られた書簡が多く含まれていることを確認しており、両者の間に緊密な関
係があったことは確実である。よって、菊亭の述べる仁太郎の事績も、ある程度の信頼が置けると
考える。ただし、菊亭が自身の価値観に従って仁太郎を美化している可能性については、十分に考
慮しなければならない。
⽝北海道教育雑誌⽞20 号（1894 年）にも⽛阿部仁太郎君伝⽜という記事が掲載されている。これ
の補足によると、豊平小学校に⽛御聖影御下賜⽜されることになり、感激した仁太郎が、⽛独力を以
て其奉置処を建築しつゝありとのこと⽜で、仁太郎の志に⽛感服⽜し、⽛今同氏の伝記を得たれは左
に掲けて教育家諸氏に紹介すること⽜とした。⽛此伝記は札東農会総裁従三位菊亭侯爵のものせら
れしもの⽜という。内容を見ると、⽝阿部仁太郎伝⽞に収載されている⽛君伝⽜と一致しており、こ
れの翻刻であることがわかる。
④の⽛下賜⽜には、仁太郎のこれまでの人生を伝記的にまとめた記述のほか、賞状類の写しが載
せられている。2021 年現在、一部公開に制限がかかっており、全部分の閲覧は許可されていないが、
閲覧可能部分だけからも仁太郎の履歴をある程度把握できる。
⽛菊亭漢文⽜⽛君伝⽜⽛下賜⽜には、仁太郎の人生を伝記的にまとめた記述があり、本稿ではこれら
の比較検討を進めていくことで、明治 13 年の豊平入植以前の動向を明らかにしていきたい。なお、
先述のように、⽝阿部仁太郎伝⽞と⽛下賜⽜には、仁太郎が受け取った賞状の写しが載せられている
が、すべて豊平村に入植してより⚑年後の明治 14 年以降の賞状であるので、本稿の検討からは外す。

9）請求番号：纂 439100 件名番号：⚑。
10）同人については、刑部芳則⽛菊亭脩季の夢と現実⽜（同⽝三条実美⽞吉川弘文館、2016）参照のこと。
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これまでの調査で、北広エコの収蔵資料に賞状類が多量に含まれていることを確認しており、これ
らの原本と推測される。そのため、原本と写しの照合は、次の課題にしたい。

第⚒節 通り名としての阿部仁太郎
⽝白石歴史ものがたり⽞11）に収められている⽛地方開発につくした阿部仁太郎⽜という記事は、阿部
家の歴史を以下のように伝えている。

初代阿部丑太郎氏は、明治初年、津軽より単身渡道、豊平に牧場、果樹の農場を経営した。二
代目仁太郎氏、三代目仁太郎氏（幼名、初太郎）の三代で、豊平の外に滝野、東札幌、厚別に
農場を経営したが、特に地方開発に大きな功績のあったのが、三代目阿部仁太郎氏である。

ここでは、仁太郎はひとりの名前ではなく、阿部家の⚒代目以降の当主の通り名とされている。
そして、阿部家の⚓代目当主にあたる仁太郎（阿部仁太郎を名乗る人物としては⚒人目）の事績を
多く紹介した上で、以下のように纏めている。

昭和三年には、地方開発の功労者として藍綬褒章を受けたが、二代目に続いて三代目の氏がこ
の栄誉を得たのは（即二代続いて）、けだし我国の嚆矢であったろうと云われている。（中略）
現阿部仁太郎氏は五代目である。

この⽛現⽜という表現からわかるように、この本が編まれた 1978 年には、仁太郎を名乗る阿部家
の⚕代目当主がいたようである。そして、⚒代目当主の仁太郎と⚓代目当主の仁太郎はともに藍綬
褒章を受けたのだという。
まずはこの点から確認していこう。国立公文書館の資料を見ていくと、確かに、阿部仁太郎が藍
綬褒章を受けた際の記録を⚒点見つけることができた。⚑つは先述した⽛下賜⽜であり、もう⚑つ
が⽝昭和三年 公文雑纂 巻十 内閣 賞勲局七 藍綬褒章一⽞に収載されている⽛正七位勲七等阿部仁
太郎褒章下賜ノ件⽜という記事である12）。後者の記事を見ると、昭和⚓年（1928）に藍綬褒章を受け
た阿部仁太郎は、⽛藍綬褒章拝受者故阿部仁太郎ノ嗣子⽜であるという。つまり、親子で同名であり、
親子ともに藍綬褒章を受けたことがわかる。なお、先述したように、筆者は北海道大学の関係者と
ともに、北広エコが収蔵する阿部仁太郎関係資料の調査に取り組んでおり、この資料群からも阿部
仁太郎が⚒人以上の通り名であることが確認できている。次の論考では、その成果も公表する。
⽝白石歴史ものがたり⽞は、現札幌市白石区に多くの事績を残した⚒人目の仁太郎について詳しく
紹介しているが、本稿においては、⚑人目の仁太郎について重点的に取り上げる。基本的に、本稿
において述べる仁太郎とは、⚑人目の仁太郎のことである。
これから述べるように、⚑人目の仁太郎の来歴は、本州の名望家の多くを占めた、豪農・豪商を
出自とする名望家と際立った違いを有しているからである。本稿においてはそのことを指摘するた
めに、彼の出自について、可能な限り明らかにしていく。

11）札幌市白石区老人クラブ連合会編⽝白石歴史ものがたり⽞（札幌市白石区老人クラブ連合会、1978）。
12）請求番号：纂 01811100 件名番号：002。
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第⚓節 先行論考の記述の齟齬について
⚑人目の仁太郎の出自について、1980 年に札幌市豊平区役所総務部総務課によって編さん・出版
された⽝とよひら物語 碑をたずねて⽞に収載されている⽛寒地農業の夢実る 勤勉と奉仕の生涯
阿部仁太郎功労碑⽜という記事には、以下のようにある。

仁太郎は、嘉永六年二月十五日、青森県北津軽郡持子村（後七和村字羽野木沢となり、合併さ
れて現在五所川原市内）に生まれ、明治十三年四月、父丑太郎とともに渡道して、月寒村字望
月寒川上に入植した。

一方、1994 年に札幌市厚別区市民部総務課によって編さん・出版された⽝あつべつ区再考⽞に収
載されている⽛旭町の開拓区と発展⽜という記事には、以下のようにある。なお、※部分は筆者の
補足である。これ以降の引用文でも、補足の必要があれば※を使う。

嘉永六年（一八五四年 ※ママ。一八五三年ヵ）二月に生まれた阿部仁太郎は、明治二年に父の
丑太郎とともに円山に移住して炭焼きを始め、明治五年に月寒村に移り、開拓使工業局の薪炭
の用達を命じられ、財を成したといわれています。

ともに札幌市豊平区・厚別区によって編さん・出版されたもので、それぞれの郷土の歴史をまと
めた本であるが、この二著からして、仁太郎の月寒村への定住に至るまでの記述に大きな食い違い
があることがわかる。また、行政が一般市民に向け、郷土史を解説した本であるので、やむを得な
いことではあるが、両著ともなにを典拠にしたのか、不明確である。後者には⽛といわれています⽜
とあることから、古老からの聞き取りであろうか。
大正⚓年に金子郡平らが編纂し、出版された⽝北海道人名辞書⽞13）では、仁太郎について、以下の
ように述べている。この辞書は仁太郎の存命中に出版されており、前二著と比べると格段に信憑性
が高いので、ここに全文転載する。なお、ここに引用する辞書の記述は、札幌市教育委員会文化資
料室が 1985 年に編纂・出版した⽝新聞と人名録にみる明治の札幌⽞にも転載されている。

仁太郎は豊平町の元老なり。嘉永六年二月渡島国上磯郡茂辺地村の漁業家野口菊次郎の末子に
生れ、幼少出でて同村の阿部丑太郎の養子となる。明治二年の春、寿都地方のニシン場に出稼
ぎしも、薄漁のため得る所はなはだ少なし。仁太郎、到底自己の志を伸びるあたわざるを察し、
僅少の路銀を携えて札幌に来たり、某の援助を得て、山鼻山林に入り炭焼きに従事せしが、市
中の需要日に増加したちまち意外の利を博す。明治五年更に月寒山林内に移り盛んに製炭に従
う。時の開拓使会計課長金井信之、仁太郎の勤勉を賞し開拓使工業局の用達を命ず。爾来営業
一層隆運に向い、苦業十年家産大いになる。たまたま明治十三年養父病む。医を以て不治の難
病となす。仁太郎、養父を山中の茅屋に置くを欲せず。地を豊平河畔に卜し、家を新築して、
此の所に養父を移し孝養怠たらざりしが、難病ようやく全治す。仁太郎大いに悦び、養父の全
快の祝を兼ねて家屋新築落成の披露をなし、盛んに宴を張り恩人及び知己、親友を招待す。此
の時より仁太郎、漸次世に頭角を現し、爾来熱心に豊平町の発展に尽力し、多年公私のために

13）金子郡平・高野隆之編⽝北海道人名辞書⽞（北海道人名辞書編纂事務所、1914）。
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奔走し教育、慈善其の他に応分の資を投ぜり。率先して水田の開発を主唱し、真駒内精進西川
を水源となし、数多の灌漑溝を通じてついに豊平外三村にわたる大面積の水田を造成せり。其
の功労により水利組合より銀杯一組を贈られ、また多年豊平村総代として村公共のために尽力
し、村民一同より金杯一個を贈られたり。かつて明治三十一年勅定藍綬褒章を賜りて、其の善
行を賞せられ、また大正元年豊平村有志相謀りて、月寒公園に仁太郎の記念碑を建立して報恩
の意を表せり。今なお各種の実業及び公職に携わり、地方の発展につとめ居れり。

⽝とよひら物語 碑をたずねて⽞と比べると、生年こそ嘉永⚖年（1853）2 月で一致するものの、出
身地は津軽か渡島か、という違いがあるし、月寒村（現札幌市豊平区内）への移住の年も、明治 13
年か明治⚕年かで異なっている。また、ここでは丑太郎を養父とするが、⽝とよひら物語 碑をたず
ねて⽞や⽝あつべつ区再考⽞では単に⽛父⽜とあって、養父か実父かは明示していない。そこで仁
太郎の出自について、細かく検討しよう。

第⚒章 豊平村入植以前の阿部仁太郎
第⚑節 仁太郎の生まれと幼少期
ここからは、⽛君伝⽜と⽛下賜⽜の比較検討を進めつつ、適宜、他の史料なども引用することで、
仁太郎の豊平入植以前の足取りを明らかにしていく。⽛菊亭漢文⽜は、⽛君伝⽜と筆者が同じで、情
報も重なるところが多いので、引用は最小限にとどめる。
なお⽛下賜⽜は、藍綬褒章を下賜されるにふさわしい人物として、仁太郎の事績を記録した内容
であり、優れた農村指導者として仁太郎を描こうとする意図が看取できる。⽛君伝⽜も同じく、菊亭
が思うところの、人格的にも優れた農村指導者として仁太郎を描いている。この点については、⽛第
⚓章第⚑節⽛君伝⽜⽛下賜⽜⽛昔話⽜の史料批判⽜においても詳しく述べるが、このような意図に注
意しながら読解していく。
さてまずは、仁太郎の父について確認しよう。先に引用したように、仁太郎存命時に編纂された

⽝北海道人名辞書⽞は、丑太郎を仁太郎の養父とする。同じく仁太郎存命中に書かれた⽛君伝⽜と⽛下
賜⽜も丑太郎は養父とある。実父については、⽛君伝⽜は渡島国上磯郡茂邊地村の野口某とし、仁太
郎は第五子であったとする。野口某は、⽝北海道人名辞書⽞に依れば野口菊五郎ということになろう。
⽛下賜⽜では、郷里は茂辺地村で一致するが、実父については酉松という名を伝えている。どちらの
史料も一致して伝えていることは、仁太郎の実父は、かなり貧しい、零細な漁民であったことであ
る。すると、苗字を私称していた可能性はあるが、松前藩から正式に苗字を認可されていたとは考
えられない。江戸時代には酉松を名乗り、明治以降に野口菊五郎と改めたと考えるのが順当であろ
う。
仁太郎の生年月日について、⽛下賜⽜は、嘉永⚖年（1853）2 月 15 日と明記している。しかし、⽛君
伝⽜では⽛夫婦の間に五人の小児あり。嘉永六丑とし時雨月に生れたるを仁太郎と名つけて末の子
なから殊にめていつくしみ⽜とあり、嘉永⚖年の時雨月（10 月）の生まれと伝えている。いずれに
しても、生年については嘉永⚖年で一致しており、間違いなさそうである。よって、仁太郎は、酉
松（明治以降に野口菊五郎を名乗る）の第五子にして末子として嘉永⚖年に渡島国上磯郡茂辺地村
に生まれた、ということになる。
なお先に引用したように、⽝とよひら物語 碑をたずねて⽞は、仁太郎の生誕地を青森県北津軽郡
持子村と伝えている。これは、ここまでの検討より間違いだと指摘できるが、この間違いはなぜ生
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じたのであろうか。後述するが、仁太郎は豊平村に入植する前後、炭焼業に従事していたが、その
際に開拓使に提出した炭焼営業願には、仁太郎の身分を⽛青森県津軽郡持子沢村平民 当時豊平村三
十二番地ニ寄留⽜と表記している14）。よって、彼の本籍は持子沢村（現青森県五所川原市持子沢）に
置かれていたようである。おそらく、養父・丑太郎がここの出身だったのであろう。⽝とよひら物語
碑をたずねて⽞は、かかる公文書類を参照して⽛持子村⽜出身と推測したのであろう。しかし、実
際の出身地は道南の茂辺地村と考えた方がよさそうである。
⽛君伝⽜によると、両親は仁太郎を⽛末の子なから殊にいつくしみ、貧しき仲にも其生長を楽しみ
に⽜していた。ところが、安政⚒年 10 月、仁太郎⚓歳のとき、母が⽛かへらぬたひへ趣⽜いてしまっ
た。父は五人の小児を男手ひとつで育てねばならず、⽛今日は米乳、あすは又知己のかたにもらひ
ちゝ⽜をして育てたが、そのために家業は⽛手ぬけかち⽜となり、ますます生活が苦しくなった、
という。
⽛下賜⽜では、丑太郎の妻について、⽛不幸ニシテ其妻産後ニ死シ窮苦交々到ル⽜と伝えている。
この記述に拠れば、末子である仁太郎を出産して程なく亡くなったことになるから、その没年は嘉
永⚖年となり、⽛君伝⽜と齟齬をきたす。妻を喪った酉松（野口菊五郎）は、ますます窮乏に陥った
という記述は⽛下賜⽜にもある。仁太郎は物心つくかつかぬかのうちに母を失い、貧しい中に幼少
期を過ごしたことは確かなようである。
茂辺地村に寄留していた津軽人の阿部丑太郎なる人物がいた。彼は⽛仁恤ノ心篤⽜い人物で、酉
松の⽛薄命⽜（不運）を憐れみ、仁太郎を請い受けて養子にした。これが⽛今尚ホ阿部ノ性ヲ冒ス所
以⽜なのだという（⽛下賜⽜）。⽛下賜⽜⽛君伝⽜ともに養子入りした年月日を明記していない。ただ後
述するが、⽛君伝⽜を読み進めていくと、養子入りしたのは仁太郎が⚓歳の時との記載がある。⽛君
伝⽜は数え年を採っているので、安政⚒年（1855）ということになる。⽛君伝⽜によると、実母を喪っ
たのが安政⚒年 10 月だから、実母が亡くなってすぐに養子に出されたことになる。⽛菊亭漢文⽜に
よると、⽛喪母、家道益窮、兄弟各為人所粮育⽜とあるので、兄たちも養子に出されたようである。
仁太郎は養子に出されたとはいえ、⽛万延元年、氏か八歳になるまて同村に住居し⽜たとあるので、
⚘歳になるまでは実父といつでも会える環境にいたようである。しかし文久元年（1861）正月、⽛家
計の都合⽜により、丑太郎とその妻は養子・仁太郎を伴って青森に帰り、漁業を営むことになった、
という（⽛君伝⽜）。こうして、仁太郎は、幼くして実父・実兄、そして生まれ育った故郷と別れた。
筆者が確認している限り、これよりのち、仁太郎が実父・実兄と再会した記録はない。なお青森の
どこに行ったか、ということであるが、先に述べた仁太郎の本籍地・持子沢村は内陸で、川や湖な
どはあるが、ここで漁業をするとも考え難いので、持子沢村に行った訳ではなさそうである。この
頃はまだ幕末で、青森県自体が成立する前なので、港町としての青森を指しているのかもしれない。
文久⚓年、11 歳になった仁太郎は⽛小供なからも養父母の手補助なと⽜をするようになったとい
う（⽛君伝⽜）。ところがほどなく、丑太郎・仁太郎義親子は、再び渡道することになる。その事情を
⽛下賜⽜では、養父に⽛不幸打続⽜いたためとしか伝えていないが、⽛君伝⽜には、少しく詳しい事
情が載っている。それによると、文久⚓年、養母が病となり⽛昼夜看護に心つくしゝも其甲斐なく⽜、
ついに⽛師はすの十日⽜に⽛はかなくな⽜ったのだという。仁太郎は 11 歳にして⚒人目の母を亡く
したのである。妻を喪ったことで丑太郎は精神のバランスを崩したのか、⽛心地勝れ⽜ない状態に
なった。しかし、家計に余裕はなく、家業に精励しなければたちどころに経済的困難に陥った。そ

14）北海道立文書館蔵。請求番号：簿書 3863 件番号⚕。
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こで、⽛他に商買のみちを求めんものと⽜再び渡道して、函館の湯の川村に移住したとある。
この頃はまだ幕末であり、丑太郎義親子は頻々に藩境を越え、津軽海峡を往行していたことにな
る。このような民衆の姿は、決して珍しいものではなかった。浪川健治氏は、幕末維新期の津軽海
峡を、自由に跨いで往来する若年女性⽛なを⽜の事例を紹介している。丑太郎・仁太郎義親子の姿
も、このような事例の⚑つといえる15）。

第⚒節 仁太郎、函館から寿都、札幌へ
函館の湯の川村に移った丑太郎であったが、⽛さたまりたる営業⽜もなく、⽛只日々に雇人となり
て僅少の賃銭を得たる位⽜であった。そのような⽛味気なきくらし⽜を続けるうちに明治⚒年（1869）
となり仁太郎は⽛十七歳、一人前の男とな⽜った（⽛君伝⽜）。
⽛下賜⽜では、⽛明治二年二月養父丑太郎多病ニシテ家業ヲ為ス能ハサルヲ以テ仁太郎其後受ケテ
日雇稼ヲ為⽜し、17 歳にして⽛父業⽜を継いだ、とあり、仁太郎はこの年に家督を継ぎ、病気がち
の養父に代わって日雇いの仕事をするようになったらしい。当時の義親子の生活からすると、家督
を譲られたといっても、なにか財産があったわけでもなさそうである。17 歳での家督継承は随分早
い印象を受けるが、⽛君伝⽜によると、この頃、仁太郎は、⽛何とか将来自活の法をしかと定めて年
老る養父を安楽に⽜させたいと、友人に相談していたとあるから、丑太郎は病気がちなだけでなく、
既に年老いていたようである。丑太郎の正確な年齢は不明だが、かなり年の離れた義親子だったの
だろう。
相談相手の友人から、⽛資本のなくて直くにかねのとり得らるへき商売といへは漁場の雇夫とな
るに如かす⽜と教えられた仁太郎は、雇夫になりたいと養父に伝えた。丑太郎は⽛汝の意にまかす
へし⽜と述べた。そこで明治⚓年、仁太郎 18 歳の春に、⽛寿都の漁業家に雇はれ父と共に同地に趣⽜
いた（⽛君伝⽜）。この頃、寿都の漁場持（近世における場所請負人に相当）は佐藤栄右衛門家である。
仁太郎を雇った漁業家とは、佐藤家であろう。寿都に移って⚒年、⽛薄漁のみうちつヽき是にては素
志を果すことも覚束なし⽜とさとった仁太郎は、⽛又々方針を替て薪炭の営業をなさんものと其処を
辞し⽜た（⽛君伝⽜）。
この点、⽛下賜⽜はやや異なるストーリーを伝えている。それによると、なんとか⽛生計ノ途⽜を
立てて⽛恩父ノ心ヲ安ラカ⽜にするためにはどうすればいいか、仁太郎は⽛日夜考慮⽜した結果、
⽛本道ニアリテ将来ノ目的ヲ立テントセハ農業ノ確実ナルニ如クモノナシ⽜との結論に至った。し
かし農業をはじめるためには、⽛多少資本金⽜が必要なので、それを得るため、⽛寿都港ニ行キ漁場
雇夫⽜となった。しかし⚒年間薄漁で、資本を得るに至らず、札幌へ向かった、という。ここでは、
友人に相談した話が出てこないばかりか、既にこの時点で、将来農業をはじめる計画であったとあ
る。ただ、日々の生活にも事欠いていた仁太郎が、この時点でここまで将来の計画を立てられたの
か、疑問である。この疑問に答えてくれる史料がある。仁太郎本人の談話が残っているのである。
明治 31 年⚗月より⚙月まで、北海道毎日新聞に札幌の古老たちの談話を連載する⽛札幌昔話⽜と
いうコーナーがあったが、⚗月⚘日号には仁太郎の談話が載っている（以下、⽛昔話⽜）16）。この談話

15）浪川健治⽛弘前鍛冶町⽛なを⽜一件⽜（同ほか編⽝ローカルヒストリーからグローバルヒストリーへ⽞
岩田書院、2005）。

16）⼦札幌昔話⽜は河野常吉が札幌の古老の談話を集めた⽝札幌昔日譚⽞の下巻にも収められた。⽝札幌昔日
譚⽞の下巻は、北海道郷土資料研究会によって、⽝北海道郷土研究資料 第三巻 札幌昔話⽞として 1968 年
に出版された。
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で、仁太郎は、寿都を離れてから札幌で炭焼き業を始めるまでの⽛わしの道中双六⽜を語っている。
ただ⽛昔話⽜も本人の談話とはいえ、全面的に信頼はできない。明治⚔年より 27 年間も経過してい
るのだから、当然記憶違いがある。このことは後述する。
⽛昔話⽜によると、⽛十八の年に寿都へ来てニシン取を始めた。十九の年が明治四年で、九月に、
札幌へ行つたら金儲けがあるということだつた⽜とある。ここから受ける印象は、⽛君伝⽜⽛下賜⽜
などと大きく異なる。この時点で仁太郎は、⽛薪炭の営業⽜や農業をはじめることなどは想定してい
なかったようである。実際に、これよりのち、仁太郎は札幌で炭焼き業に成功し、それで得た資本
を基に土地を取得して農業に投資し、地主へと転化していくことになるが、⽛君伝⽜⽛下賜⽜は、こ
のような将来の姿から遡り、この時点で仁太郎に将来への明確で詳細な見通しがあったかのように
描いているといえるだろう。しかし、実際には、この時点の仁太郎には、将来への明確な見通しな
ど持てるはずもなく、⽛金儲け⽜という漠然とした目的のために、投機的に動いていたといえる。ま
た、札幌に行けば⽛金儲け⽜ができるらしいという情報が、仁太郎のような、貧困に喘ぐ若者に共
有されていた点は注目に値するであろう。実際に、この当時、開拓使によって、都市・札幌の建設
が急速に進んでいたため、仁太郎のような若者にとって、働き口は容易に見つけられる環境であっ
た。
⽛君伝⽜によると、⽛わつかに残りし給料を懐中にし札幌へと志し出立せしか明治四年の十月なり
し⽜とある。⽛昔話⽜によると、具体的には、⚒～⚓円程度の所持金だったようである。また、⽛君
伝⽜や⽛下賜⽜では、仁太郎と丑太郎の⚒人だけのように書かれているが、⽛昔話⽜によると、実は
⽛四人連れ⽜であったらしい。仁太郎、丑太郎と、あと⚒人の同行者が誰なのかは⽛昔話⽜を読んで
もわからない。第⚓章で述べるが、実はこの頃、仁太郎はすでに妻帯していた可能性がある。する
と、うち⚑人は仁太郎の妻かもしれない。
⽛君伝⽜では、⽛斯くは札幌へ着きしも旅費はみなヽヽ長途につかひ尽くし⽜とあるが、⽛昔話⽜で
は、⽛小樽の手前⽜までたどり着いたところで旅費がついた、とある。そこで野宿をしてどうしよう
かと相談していたら、⽛色内⽜（小樽のメインストリート）の⽛ヤブ医者で、名字は忘れた、原伯と
いうやつが通りかかつて（中略）オレが世話してやるから来いと言つてくれた。昔の医者は人の周
旋だの口入れを稼業⽜にしていた。原伯の紹介で、⽛今の鉄道の辺り⽜で茅刈りの仕事をはじめた。
⽛その時分は小樽の手宮辺に十二、三軒も家があった⽜という。仁太郎が茅刈りを行った⽛今の鉄道
の辺り⽜とは、のちの手宮駅（現北海道小樽市手宮町、なお現在は廃駅である）の近辺であろう。
十日ばかりすると知人が来て、⽛その医者の所はつまらぬ⽜と聞いたので⽛大根売り⽜をはじめた。

⽛境町⽜（現小樽市堺町）から⽛山下⽜（山の麓の意か？）の辺りまでは⽛まるで石原で、石の上を飛
んで歩⽜いた、という（⽛昔話⽜）。
仁太郎は、大根売りを 10 日ほどやって、いよいよ⽛銭函⽜（現小樽市銭函）より山を越えて、⚒
日がかりで札幌へ移動した、という。小樽・札幌間の道路は、安政年間に既に開通していたが、悪
路であったため、開拓使は明治⚔年⚙月、銭函・札幌間の道路開削に着手している17）。仁太郎が歩い
た時は、まさに開削中の道路であった。工夫でごった返していたことだろう。仁太郎が大根を売っ
た相手も、こうした工夫たちではなかったか。
⽛創成川のこつちに元本陣というのがあつたから、小樽を出る時に世話をしてくれたやつが札幌
へ来たら印しを立てて置くからそれを見当に来いと言つたのでそれを探したが見当らぬ、その時分

17）小樽市編⽝小樽市史 第一巻⽞国書刊行会、1981、p.373-374。
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はもう夜になつたから、今の四条あたりに一晩野宿した。翌日さがしたら元本陣の傍にあつたから、
そこで飯を貰つて食つた⽜という（⽛昔話⽜）。⽛元本陣⽜とは、創成橋のそばに置かれていた開拓使
の本陣（宿舎）を指すのであろう。現札幌市中央区南二条東一丁目にあった。この宿舎は、のちに
クラークなど札幌農学校米国人教師の宿所となったことで知られている18）。また、⽛小樽を出る時に
世話をしてくれたやつ⽜とは、土木請負人の藤次郎である可能性がある。その点は後述しよう。
翌日、仁太郎は、⽛今の活版屋の文栄堂のある処に引越たのだが、茅から刈り始めて小屋を建てて、
それから引越という三ツを一日にしてしまつた⽜（⽛昔話⽜）。これより 21 年後の明治 25 年、南二条
西三丁目に文栄堂活版所が創業されている19）ので、仁太郎の札幌での最初の居住地は現札幌市中央
区南二条西三丁目だったことがわかる。このあたりには⽛二十人ばかりもいた⽜という。20 日ばか
り、豊平川に秋味（鮭）を取って暮らした。⽛棒の先へカギを付けて引つかけ⽜て捕ったというから、
魚鈎を使ったのだろう。川の中は鮭でいっぱいで、⽛その中の善さそうなのを取つて甘そうな所の
肉だけ取つて、あとは捨てて来るので川端はここかしこに三、四十匹山にして捨ててあつた位だ。
その時分は秋味を出して買う者などは一人もいなかつた⽜が、塩やローソクなどは高価だったとい
う。
⽛君伝⽜では小樽でのエピソードはなく、札幌に着いた時点で路銀が尽きたように書かれている。
札幌に着いた仁太郎は、⽛食事にさえもことかき⽜⽛創成川下に野宿せしことさへあ⽜ったが、⽛幸ひ
しれる人⽜の周旋で⽛土木請負人の藤次郎⽜に雇われた。数か月ほどしたが、⚑日も早く薪炭業を
はじめたいとの思いが募り、⽛ある日雇ぬしに我が志願を打あか⽜すと、⽛義心ある藤次郎なれば快
よく承諾⽜してくれた、という。この藤次郎の話は⽛昔話⽜にはなく、⽛昔話⽜では豊平川に鮭を捕っ
て暮らしたとあった。ただ、⽛昔話⽜によると、小樽を出て札幌に移住した際にも、仁太郎を世話し
た人がいたようであるから、これが土木請負人・藤次郎である可能性はある。先に述べたように、
小樽・札幌間の道路の再整備が進んでいた頃であるし、土木請負人の世話になって小樽・札幌間を
移動したことはありそうである。また、ここでも、仁太郎が薪炭業にこだわっていたように書かれ
ている。
⽛昔話⽜によると、仁太郎は、⽛その年（※明治⚔年）に月寒（※現札幌市豊平区内）の奥へ材木
を切る小屋を建てに行つたが、豊平もここん所は道じやなかつた。今の南三条のあたりから真つ直
だつた。そこに茂八という奴がいて渡守をしていて、そのこつちに志村という人がいたがその志村
は死んで自分の土地に埋めた⽜という。ここに名前が見える茂八と志村は、それぞれ吉田茂八と志
村鉄一を指すとみてよい。志村は幕末にトヨヒラの通行屋の番人を任ぜられた人物で、明治に入る
と通行守は停止されるが、明治⚔年に豊平川が架橋されると、明治⚗年までそこの橋守をつとめ
た20）。没年は不明だが、仁太郎が札幌を初めて訪れた明治⚔年にはまだ橋守を続けていたはずで、
上記の証言には仁太郎の記憶違いが含まれている。先に⽛昔話⽜も全面的に信頼することはできな
いと述べたのはこのためである。
⽛昔話⽜の史料価値についてはまた論じるとして、今は⽛昔話⽜を読み進めていこう。⽛今の焼山
の所が椴山で、それが中々破ることも何も出来ないほどの山だつた⽜という。焼山というのは、現

18）なお北海道大学北方資料室は、仁太郎が札幌に至った時期の明治⚔年（1871）に撮影された、⽛札幌本
陣及ビ創成橋⽜という写真を所蔵している。撮影者は、箱館戦争中にあって土方歳三を撮影したことで著
名な写真家・田中研造である。

19）狩野信平の編纂により、明治 32 年に刊行された⽝札幌案内⽞による。
20）札幌市教育委員会編⽝新札幌市史 第⚑巻通史⚑⽞北海道新聞社、1991、p.826-828。
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在の札幌市豊平区西岡のあたり一帯の旧称である。先の南三条からは、南西にあたる。このあたり
は、明治時代に開墾のために度々火入れをし、山火事が頻発したため、焼山と呼ばれたのだという21）。
仁太郎が訪れたのは、まだ焼山と呼ばれだすよりも前で、その頃は椴山と呼ばれていた、というこ
とであろうか。どの程度の人に使われていた呼称かはわからないが、⽛椴山⽜というからには、たく
さんの椴松が自生していたのであろう。仁太郎は椴松を伐採したものと思われる。⽛中々破ること
も出来ない⽜とは、焼山が踏破することが難しい、険阻な山だったと言っているのであろう。
一方、⽛君伝⽜によると、藤次郎の許諾を得た仁太郎は⽛山鼻むらの山林に⽜移り住んだ、とあり、
微妙に話が異なっている。⽝昔話⽞で伐木した場所として挙げられる現豊平区西岡からは、徒歩にし
て⚒時間ほど離れている。⽛下賜⽜では⽛円山山林⽜とある。円山であれば山鼻とも近い。なお明治
⚖年の開拓使の公文書に、円山村に阿部仁太郎が家族とともに居住している記録があるが、どうや
ら同姓同名の別人らしい。詳しくは後述する。
⽛昔話⽜によると、現西岡のあたりでしばらく伐木したのち、⽛十二月に札幌へ帰つて炭焼を始め
た⽜。ここでいう札幌は、仁太郎が小屋を建てた現在の中央区南二条西三丁目あたりを指すのだろ
う。この辺りは、当時も現在も札幌の中心部である。官営の炭焼場もあったが、薄野の越中屋に売っ
た方が高額で売れたのでここに売ったのだという。⽛越中屋⽜は、越中出身の中川良助が、明治⚔年
に薬行商人として札幌に渡り、翌年に開いた女郎屋である22）。この頃は、開業してすぐだったはず
である。⽛誰でも金を余計取るのはよろしいから市中へ売りに行くので、私の所などは毎日役人が
付いているようだつたのでこれには困つた⽜という。役人が、開拓使に売るよう、しつこく求めて
きたのだろう。
⽛君伝⽜では⽛札幌市街には薪炭が欠乏⽜していたので、⽛炭かまを築造し製炭に着手せしか注文
も意外に多くして我手にあまるほとの好景気⽜で⽛生活の途⽜もたつようになったとある。⽛昔話⽜
では主に越中屋に薪炭を売却したように述べているが、⽛君伝⽜では、広く札幌の住民に販売したよ
うな記述になっている。⽛下賜⽜も同様に、札幌の住民に販売したように述べている。
先にも述べたように、⽛昔話⽜で仁太郎本人が語る⽛道中双六⽜は炭焼き業を始める頃で終わるの
で、⽛昔話⽜の検討はここまでにする。⽛昔話⽜の記述は⽛君伝⽜や⽛下賜⽜とかなり異なっている。
⽛昔話⽜は仁太郎本人の談話であるので、⽛昔話⽜の方が信憑性は高いように思えるが、⽛昔話⽜も、
四半世紀以上も後の談話であるため、志村鉄一についての情報などに記憶違いが含まれているよう
である。そのため、⽛昔話⽜と⽛君伝⽜⽛下賜⽜の比較検討が必要である。
ところで、現札幌市豊平区には豊平神社という神社がある。札幌市教育委員会文化資料室編⽝さっ
ぽろ文庫 39 札幌の寺社⽞（札幌市、1986）では、この神社について、⽛明治四年、入植の阿部仁太郎
氏が郷里青森の猿賀神社祭神を、現在の神殿の東方に小祠を建て、奉斎したのにはじまるという⽜
と伝えている。しかし、仁太郎が豊平村に移住するのは、これから述べる通り明治 13 年のことであ
る。明治⚔年の頃の仁太郎は、札幌周辺の山林で伐木し、炭化して市街地で売りさばいていたので
あって、豊平村には居住していない。豊平神社の基となった小祠を建てたのは、明治 13 年以降と思
われる。

21）関秀志編⽝札幌の地名がわかる本⽞（亜璃西社、2018）、p.94、p.351。
22）前掲註 13 に同じ。
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第⚓節 仁太郎、豊平に入植する
⽛君伝⽜によると、仁太郎は⽛父の笑かほをみるにつけ、なき母おやのなつかしく、益々骨を惜し
まず⽜働いた、という。このことはのちに詳論するが、⽛君伝⽜と⽛菊亭漢文⽜は、ともに仁太郎の
養父母への孝行を強調する記述が込められている。勤勉に働くうち、⽛樹木漸次欠乏をつけ次年の
見込も覚束な⽜くなった。⽛明治五年氏廿歳の四月、つき寒むら字茂月寒官林内に應分の樹木あるを
見出し其処に転住し、相かはらす製炭してはみつから行商⽜した。茂月寒は、望月寒（モツキサッ
プ）のことであろう。現在は字名としては残っていないが、望月寒川という川の名前として残って
いる。この川は、⽛昔話⽜において、仁太郎の伐木した地として出てきた焼山（現札幌市豊平区西岡）
の丘陵地を水源としているので、このあたりのことを言っているのであろう。
仁太郎は、当時、開拓使出仕会計局長であった金井信之（なお、⽝北海道教育雑誌⽞は、金井信六
と翻刻しているが、誤りである）の宅にも薪炭を販売した。ある日、金井は⽛蓬頭襤衣⽜になって
行商に取り組む仁太郎を⽛深く賞賛⽜し、⽛汝の製炭は当家にて永く試用せしに炭素質善良なり。依
ては多分に製し得るならは、貴重の時間を行商に費さんよりはむしろ役所に納炭しては如何哉。も
し望みならは、汝の為め周旋すへし⽜と声をかけた。仁太郎は⽛ねかふてもならさること⽜と喜ん
だ、という（⽛君伝⽜）。
先述したが、⽛昔話⽜では、少なくとも明治⚔年 12 月頃に最初に薪炭の販売をはじめた頃は、官
より高く買ってくれるということで越中屋に販売していた。役人が、開拓使に売るよう、毎日のよ
うに求めてきたが、仁太郎はそれを煙たがっていたように、⽛昔話⽜では述べていた。その後、越中
屋が購入してくれなくなって、安定的な販売先に事欠いていたのかもしれないが、改めて開拓使に
販売することになったとして、それほど喜んだだろうか。菊亭は開拓使の役人であったので、開拓
使の恩恵を強調しているように思える。
疑問とすべきことはあるが、今は⽛君伝⽜を読み進めよう。仁太郎は、⽛翌日また金井氏の官舎に
趣⽜いたところ、ちょうど出仕しようとしていたところだったので、同行して開拓使本庁に至った。
使丁の案内で用度課へ出頭すると、⽛かねて金井氏より談示ありしものとみへ直ちに採用⽜された。
当時開拓使は⽛各種の工場を設置⽜していたが、⽛いまの南一条辺に某鋳工場あり、氏の製炭を使用
したるにその質良好⽜であり、その評判が広がって開拓使工業局の⽛御用をも勤むること⽜になっ
た。⽛ますます炭焼隆盛に趣き生活の外に何程かの裕余あるみ⽜になった（※裕余は、⽛余裕⽜か⽛有
余⽜の誤りヵ）。
⽛下賜⽜には開拓使に納炭した話は出てこない。また、⽛下賜⽜には、⽛一度事ヲ誤リ資金欠乏セシ
モ明治八年頃ヨリ漸次⽜立て直していったとある。この⽛事ヲ誤⽜ったというのは、⽛君伝⽜による
と、橋本長五郎という商人に騙されたことのようである。
⽛君伝⽜によると、橋本より、⽛軽川むらには頗るのそみあり⽜と聞き、そこに移転して炭焼き業
を試みたが、失敗が続いた。⽛軽川むら⽜とは、現札幌市手稲区軽川であろう。さらに小樽に出荷し
た炭の代価を橋本に横取りされた仁太郎は、⽛彼に欺むかれし⽜ことに気づいた。⽛今はやむなく再
ひ漁業の雇にまてならん⽜と思うようになった。
ある日偶然、工業局勤務の内藤兼備・新納常隆と出会った。両名とも薩摩藩出身の開拓使官吏で
ある。両名に今の状況を伝えると、⽛工業局の需要もますヽヽ多額なれは汝か以前の技術にて製炭
なさはかならす應分の周旋を為すへし⽜と言われ、仁太郎は大いに喜んで再び炭焼き業を始めたと
いう（⽛君伝⽜）。⽛君伝⽜はここでも、開拓使の恩恵を強調する。
折しも豊平橋仮設工事中で、鐵具製作用の炭が必要だったため、仁太郎は⽛再ひ茂月寒官林内へ
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ひきうつり製炭に着手⽜した。軽川での失敗もあり⽛資本欠乏⽜したが、⽛昼夜の別なく心身を労し
製炭に従事し漸く命令とほりに明治七年十二月初旬悉皆納炭すみ⽜になった。⽛豊平はしは、十二月
末めて度落成を告け、翌⚘年⚑月⚑日松本大判官との渡橋式を挙行⽜した。仁太郎はこの時の働き
を認められ、⽛爾来工業局薪炭用達⽜を命じられた。そこで仁太郎は同山林内に居住を続け、薪炭業
に精励した（⽛君伝⽜）。
明治⚗年の 12 月初旬に仁太郎が鉄具製作用の炭を納入し、もうその月の末日には豊平橋が完成
するとは、やや工期が短すぎるように思える。そこで豊平橋の歴史を確認してみよう。豊平橋は、
明治⚔年にはじめて架橋されたが、何度となく流失してはかけなおした。そこで開拓使は、御雇い
外国人ホルトに設計を依頼し、国内初の洋式の木造トラス橋（実際には木・鉄混合のトラス）が明
治⚘年 12 月に架橋された。翌⚙年⚑月⚑日に渡橋式が挙行されている23）。よって、⽛君伝⽜の記述
には⚑年の誤りがある。仁太郎が明治⚗年 12 月に炭の納入を終え、それを用いて作られた鉄具な
どを使った橋が⚑年後の明治⚘年 12 月に完成、翌年⚑月⚑日に渡橋式挙行と考えればつじつまが
合うであろう。
⽛下賜⽜は明治 10 年代の仁太郎の動向については詳しく触れていないので、ここからは⽛君伝⽜
により強く依拠して進める。⽛君伝⽜によると、仁太郎はこの山林に居住しながら炭焼き業にいそし
む生活をつづけ、明治 13 年になった。この年、仁太郎の養父・丑太郎が病に倒れた。医師を呼んだ
が⽛快癒の見込みなし⽜とのことであった。⽛元来孝心深き氏のことなれは落胆かきりな⽜かった。
仁太郎は、⽛我三歳の幼きより今まての御養育⽜を受けたにも関わらず、⽛その万一の恩も報ゆる能
はすしてかゝるはら屋より葬送を出さんは実に心外のいたり⽜だと思った。ここから、仁太郎が養
子入りした年は安政⚓年（1856）であったことがわかる。以上のように思った仁太郎は、⽛急に札幌
に出、いまの豊平むら三十二番地を購ひ求め家屋新築に着手し、その年八月養父を新宅にうつらし
め⽜た。先にも述べたが、明治 13 年⚔月に開拓使に提出した炭焼営業願には、仁太郎の身分を⽛青
森県津軽郡持子沢村平民 当時豊平村三十二番地ニ寄留⽜24）とあるので、この新宅の住所は正しいも
のと確かめられる。豊平移住後も、⽛看護怠りなかりしかは、病気うす紙を剥くやうにて程なく全快
しけれは、氏はかきりなきよろこ⽜んだ。こうして、仁太郎は豊平村に移住したのである。
仁太郎は明治 13 年 10 月 10 日、⽛養父のせんくわい祝ひをかね、新築披露の宴会をひらき、此時
よりはしめて村人とも交際するにいた⽜った。菊亭は、このとき仁太郎は⽛はしめて社会に出⽜た、
とする。仁太郎は、⽛我教育のたらさるを遺憾とし、せめては世間の児童成長ののち、われと同しき
おもひなからしめんとて、村内児童の教育を奨励⽜するようになった。本州以南の名望家たちが、
学校整備のため多額の寄付をし、種々の尽力をしたことは、既に多くの先学が指摘している25）。そ
れに共通する行動である。
以後、仁太郎は、教育だけでなく、⽛其他すへて公益の増加せんことをつとめ、遂に今日に至つて
は人みな氏の篤孝と義侠を賞してやま⽜なくなった。また、仁太郎は、⽛数十町の水田⽜を開いた。
⽛薪炭の業もいよゝゝ繫栄し、一家ますヽヽ親睦とみ村内に冠たりと、氏の如きは眞に得かたき人と
いふへし⽜として、⽛君伝⽜は閉められている。

23）三浦宏⽛第⚒章豊平橋⚑初代から先代まで⽜（札幌市教育委員会文化資料室編⽝さっぽろ文庫⚘札幌の
橋⽞札幌市、1979）。

24）前掲註 14 に同じ。
25）ごく最近の、また非常に重要な成果として、塩原佳典⽝名望家と〈開化〉の時代⽞（京都大学学術出版
会、2014）などがある。
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これ以後の仁太郎の事績は、次の論考での課題にしようと思う。ただ、簡単に述べれば、仁太郎
は以後、学校の建設に尽力したほか、各種の公職を務め、また、総代人・村会議員として豊平村の
村政に長年に渡って関与し、豊平村の三等郵便局長も勤めることになる。このような行動は、本州
以南の名望家と重なるところが多いということを、ここでは指摘しておきたい。

第⚓章 豊平村入植以前の仁太郎にまつわる諸史料の比較検討
第⚑節 ⽛君伝⽜⽛下賜⽜⽛昔話⽜の史料批判
第⚒章では⽛君伝⽜⽛下賜⽜⽛昔話⽜の比較検討を通して、仁太郎の豊平村入植までの動向を見て
きた。仁太郎本人の談話である⽛昔話⽜から得る印象は、⽛君伝⽜や⽛下賜⽜から伝わる印象と大き
く異なる。⽛君伝⽜では、寿都にいた頃から⽛薪炭の営業⽜をするつもりであったといい、⽛下賜⽜
にいたっては、寿都に住んでいた頃から既に⽛本道ニアリテ将来ノ目的ヲ立テントセハ農業ノ確実
ナルニ如クモノナシ⽜とまで考えていたという。
しかし⽛昔話⽜での仁太郎本人の語りによれば、札幌移住時は単に⽛金儲け⽜という漠とした目
標があるだけであった。⽛昔話⽜によると、出会った人の紹介で、茅刈りをはじめたり大根売りをは
じめたりして路銀を稼いでおり、行き当たりばったり、という印象が強い。この頃の仁太郎はその
日の糧を得ることに手いっぱいで、とても将来の計画を具体的に立てられる状況ではなかっただろ
う。特に⽛下賜⽜の記述は、のちに大地主になった仁太郎の姿から逆算して若い頃の仁太郎を美化
したもので、明治の農本思想が記述に影響を与えていると読むべきだろう。
⽛君伝⽜においても、読む際に強く留意すべき点が⚒つある。⚑つは、開拓使の恩恵が強調されて
いるように読める点である。開拓使役人の紹介で、開拓使に炭を販売することが決まったことを、
仁太郎は非常に喜んだように書かれている。しかし、⽛昔話⽜では、炭を買い取り単価の高い越中屋
に販売していたら、開拓使に販売するよう、役人にしつこく迫られて困った、と述べている。また、
⽛君伝⽜では、橋本という商人に騙された際に立て直すことができたのも、開拓使役人の助力による
かのように述べているが、⽛下賜⽜では、開拓使役人の助力について、全く触れていない。このよう
な描写は、やはり菊亭が開拓使役人だったため、開拓使の恩恵を強調しているのではないか。
⽛君伝⽜のもう⚑つの特徴が、仁太郎が、いかに養父に孝行を尽くしたか、あるいは幼い頃に亡く
した養母を慕い続けたかを繰り返し強調している点である。そのことは第⚒章でも述べたことなの
で繰り返さないが、菊亭に仁太郎の孝子としての側面を強調する意図があることは明らかであろう。
その傾向は⽛菊亭漢文⽜において、より顕著である。⽛菊亭漢文⽜では、冒頭からして、⽛語曰、家
貧孝子出、予於二阿部仁太郎君一見レ之也⽜から始まっており、仁太郎が貧しい出自であること、孝
子であることを強調している26）。
⽛第⚑章第⚑節 阿部仁太郎の関連史料⽜でも述べたように、⽛君伝⽜を収載した本⽝阿部仁太郎
伝⽞全体の冒頭に、仁太郎と妻の肖像が載せられている。それぞれ、42 歳と 40 歳の頃の肖像とあ
り、妻は仁太郎の⚒歳年下とわかる。実は、⽝阿部仁太郎伝⽞全体を通して仁太郎の妻子の情報はこ
れだけである。しかし、仁太郎が豊平村に入植した明治 13 年には、仁太郎は既に妻帯しており、子
供も少なくとも⚒人はいたようである。
その根拠の⚑つは、⽛第⚑章第⚒節 通り名としての阿部仁太郎⽜で紹介した、国立公文書館の収
蔵資料である⽛正七位勲七等阿部仁太郎褒章下賜ノ件⽜である。これは先述したように、父・仁太

26）⽛家貧孝子出⽜は、中国明代に編まれた箴言集である⽛明心宝鑑⽜が典拠である。
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郎の死後、その名を襲名して⚒人目の阿部仁太郎となった仁太郎の息子（襲名前の名前は初太郎）
が、昭和⚓年に、父と同じく、藍綬褒章を受けた際の記録である。これによると、仁太郎の息子・
初太郎の生年は、明治⚗年⚘月⚒日とある。
もう⚑つの根拠になるのが、⽝第二版 北海道人名辞書⽞27）である。これは、先に紹介した⽝北海道
人名辞書⽞を改訂・増補したものである。この第二版に、⽛阿部由太郎⽜（あべ よしたろう）が立項
されている。それによると、由太郎は⽛明治十年三月札幌豊平町元勲勅定藍綬褒章佩用者仁太郎の
二男に生⽜まれた、とある。つまりは初太郎（2人目の仁太郎）の弟である。よって、仁太郎が豊平
村に入植した明治 13 年には、少なくとも⚒人の男子がいたことになる。当然妻もいたはずだが、⽛君
伝⽜は妻子の情報をほとんど載せていない。かたや養父母についてはたびたび言及していることを
思えば、菊亭は仁太郎の家族に関心があったというより、仁太郎の養父母への孝心の篤さに関心が
あったといえよう。このことは、菊亭のような中央政界に強いパイプを有する政治家が、仁太郎の
ような農村指導者に何を求めていたのかをうかがわせる。即ち、儒学的道徳を見につけ、村民の模
範となる振る舞いをし、共同体の秩序を維持することが、仁太郎のような農村指導者に求められて
いたのであろう。このことも、本州の名望家に共通するといえよう。
とはいえ、仁太郎が養父に孝行を尽くしたことを否定するものでは全くない。仁太郎が、重篤な
病にかかっていた養父のために、居宅を新築し、看病に力を尽くしたことはおそらく事実であろう。
少なくとも、否定すべき材料は何もない。このような模範的行動が、彼が名望を得ていくきっかけ
になったのではないか。
しかし、このような具体的行動を伴っている事例はともかく、仁太郎の心を覗いたかのように、
仁太郎の孝心を、他人である菊亭が語ることには、違和感がある。第⚒章でも引用したことである
が、17 歳で家督を継承したばかりの仁太郎が、⽛何とか将来自活の法をしかと定めて年老る養父を
安楽に⽜させたいと望んでいたとか、炭焼き業を始めたころ仁太郎が⽛父の笑かほをみるにつけ、
なき母おやのなつかしく、益々骨を惜しまず⽜働いたとか、まるで仁太郎の努力は全て孝行のため
であるかのような菊亭の描写は、やはり不自然であると言わざるをえない。もちろん、仁太郎本人
にインタビューしたうえで執筆したのであろうが、すべての行動の動機が孝心に一本化されてしま
うと、仁太郎の人間味が感じられない。仁太郎本人の生活水準の改善という当然の動機が、⽛君伝⽜
では全く語られないのである。それでいくと、⽛昔話⽜において、⽛金儲け⽜のために札幌に移住し
たのだと、ざっくばらんに語る仁太郎の姿に真実味がありそうである。
なお、やはり第⚒章で引用したが、⽛下賜⽜にも、家督を継いだばかりの 17 歳の仁太郎が、なん
とか⽛生計ノ途⽜を立てて⽛恩父ノ心ヲ安ラカ⽜にしたいと望んでいた、という記述がある。縷々
述べてきたように、仁太郎が孝心に篤い人物であったことは全く否定しない。しかし、仁太郎の行
動の動機を孝心に一本化して理解するのはさすがに不自然である。このような描写には、農村指導
者に儒学的素養と村内の秩序維持を求める国の意向（⽛君伝⽜の場合には、国政にも関与した菊亭の
意向）を看取すべきであろう。
なお、本節では、仁太郎の妻子について言及したが、仁太郎の結婚時期は不明である。⽛第⚒章第
⚒節 仁太郎、函館から寿都、札幌へ⽜で引用したように、⽛昔話⽜では、寿都から札幌へ移住した
時、⽛四人連れ⽜であったと語っていた。すると、この頃既に妻帯しており、丑太郎・仁太郎・仁太
郎妻で移動した可能性もある。しかし、それでもあと⚑人がわからない。初太郎はまだ生まれてい

27）金子信尚編⽝第二版 北海道人名辞書⽞（北海民論社、1923）。
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ない時期である。

第⚒節 公文書の中の阿部仁太郎
ここまでの検討で明らかになってきた豊平村入植以前の仁太郎の足取りを簡単にまとめると、以
下のようになる。
仁太郎は、酉松（明治以降に野口菊五郎を名乗る）の第⚕子にして末子として嘉永⚖年に渡島国
上磯郡茂辺地村に生まれた。幼い頃に母を亡くした。実家は非常に貧しく、⚓歳にして阿部丑太郎
のもとに養子に出された。阿部丑太郎家も、生計に余裕があるわけではなかった。⚙歳の頃に養父
母に伴われて、青森へ移住する。11 歳の頃に養母が没した。その後、養父とともに函館の湯の川村
に移る。17 歳のときには家督を継ぎ、18 歳のときに寿都の漁業家（佐藤家）に雇われたが、思うよ
うな収入を得られなかった。19 歳のときに札幌へ移住した。途中、路銀が尽きたが、日雇いの仕事
などをして急場をしのいだ。札幌で炭焼き業をはじめてからは成功して、生活に余裕ができるよう
になった。山林に居住して炭焼き業にいそしんだ。途中、人に騙されて事業が傾いたこともあった
が、立て直した。明治 13 年、養父が病となったことを機に、豊平村三十二番地に土地を取得して住
宅を構えた。なお仁太郎の結婚時期は不明だが、この頃には少なくとも⚒人の男子、満⚖歳の初太
郎と満⚓歳の由太郎がいた。妻は仁太郎より⚒歳年下である。養父の全快祝いと新築祝いを兼ねた
宴会を開いて、村民と交流を持つようになった。このような養父への孝行が高く評価され、仁太郎
は名望を得ていった。彼はこれより以後、炭焼き業で得た資金を元手に広大な農地を取得していき、
大地主・名望家へと転身していくことになる。
⽛第⚑章第⚑節 阿部仁太郎の関連史料⽜でも述べたが、北海道立文書館が収蔵する歴史的な公文
書にも、仁太郎の名前が度々見える。その中には、これまでの検討結果と矛盾する史料が含まれて
いる。どうやら、阿部仁太郎と同姓同名の人物が、豊平村にほど近い円山村に暮らしていたようで
ある。この人物は、家族構成や履歴が上記の検討結果と大きく矛盾し、別人とわかる28）。のちの研
究の混乱にならないよう、指摘しておく。なお、同姓同名といっても、豊平村の方は⽛あべ・にた
ろう⽜と読むのに対し、円山村の方は、⽛あべ・じんたろう⽜と読むようである29）。
円山村の阿部仁太郎を省いても、なお本稿における検討結果と決定的に矛盾する内容を持つ資料
がある。明治 13 年⚔月、阿部仁太郎より、長男の丑太郎を戸籍に入れたいとの願いが提出されてい
るのである30）。それによると、丑太郎は⽛嘉永六年中、出稼之タメ函舘町寄留中出生⽜した。明治⚕
年より⽛御当所寄留⽜し、⽛活計目的茂相立候ニ付、昨十二年私有地江家作営構、本年一月中転籍⽜
したい、との願いを提出しているのである。これまでの検討結果と比較すると、仁太郎と丑太郎の
親子関係が逆転しているばかりか、養父養子関係ではなく、実父実子関係のように書かれている。
なお、ここでの仁太郎の住所は⽛豊平村三十番地⽜となっており、⽛君伝⽜に見える仁太郎が明治 13
年に家を新築した場所とほぼ一致する。この文書には、⽛昨十二年私有地江家作⽜とあるので家作の
年が⚑年ずれているが、ここまで一致点が多ければ、さすがに別人と考えるのは無理である。
これをどう解釈すべきか、明確な答えはない。⚑つの可能性として、単純な書き間違いである可

28）請求番号：簿書 655、簿書 6013 件番号 47、簿書 8029 件番号 23 など。
29）円山村の阿部仁太郎（あべ・じんたろう）は、澤石太編⽝開道五十年記念北海道⽞（鴻文社、1918）に
て⽛円山村の開祖⽜として取り上げられているので、併せて参照されたい。

30）北海道立文書館蔵。請求番号：簿書 3880 件番号 30。
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能性がある。⽛君伝⽜にて、明治 13 年頃の仁太郎は教育を受けなかったことを嘆いていた。すると、
この頃の仁太郎は読み書きができなかった可能性がある。北広エコが収蔵する膨大な資料には書簡
資料なども多数含まれており、仁太郎は生活の安定にともなって読み書きも習得したものと思われ
るが、若い頃は読み書きを学ぶ生活の余裕もなかったであろう。そのため、開拓使に提出する申請
書も誰かに代筆してもらった可能性がある。すると、親子の名前を逆転させるような間違いが起
こったかもしれない。

おわりに
本稿では、阿部仁太郎の豊平入植以前の足取りを明らかにした。そのまとめは、⽛第⚓章第⚒節
公文書の中の阿部仁太郎⽜で述べたのでここでは繰り返さない。ここでは、本稿で明らかにした事
実が、名望家研究や北海道史研究の中でいかに位置づくのかを論じ、最後に今後の課題を述べて稿
を閉じたい。
⽛はじめに⽜でも述べたことであるが、豊平村入植後、巨大地主へと転身した仁太郎は、民選の総
代人や村会議員を継続的に勤め、災害罹災者や貧困者の救済、教育・土木・衛生などの事業に多額
の寄付を行った。これらは、本州の名望家と変わるところがない。しかし、本稿で明らかにしたよ
うに、彼は貧困から身を起こしたのであり、その点は、本州以南の名望家の大部分を占めた豪農・
豪商出身の名望家と大きく異なっている。
仁太郎の場合、最初に名望を得たきっかけは、養父への献身的な孝行であった。菊亭脩季がその
点で彼を激賞したことは見てきた通りである。少なくとも、菊亭にとっては、養父への孝行は、名
望に値する善行だったのであろう。しかし、このような儒学的な善行が、豊平村の一般村民からの
尊敬にまで繋がったのかどうかはわからない。筒井正夫氏は、どのような行為が名望に値するかは、
国家と民衆の間に鋭い対立があった31）と指摘している。豊平村の一般村民は、どのような行為を名
望に値するものと認識したのか。この点については、今後検討していくべき課題の⚑つである。
貧困から身を起こした名望家は、仁太郎だけではない。仁太郎とともに、豊平村の村政をリード
した人物に、⽛はじめに⽜で言及した阿部与之助（仁太郎と同じ苗字だが、親族ではない）がいる。
与之助は、現山形県域の出身で、やはり貧困層出身である。このような名望家が登場した背景は、
北海道が移住型植民地であったからだろう32）。仁太郎が炭焼きで財を成したように、外来の移住者
がすぐに利用できる自然資源が豊富にあり、かつ、移住者が開墾することで土地の所有を認められ
るという制度が無ければ、新興の大地主が短期間でこれほど生まれるはずがない。
しかも開拓使は、明治⚓年に札幌本府建設よりも、まずは周辺に移民を入植させて農業生産を先
行させる旨を示し、移民の勧誘に取り組んでいた33）。仁太郎が寿都から札幌への移住を決めたのが、
明治⚔年の頃だからまさにこの時期である。仁太郎が札幌移住を決めたのは、このような情報を
キャッチしたからだろう。しかも開拓使は明治⚔年以降、官営工場を次々に開設した。炭の需要は
急拡大していた。仁太郎が炭焼き業に成功を収めた背景には、このような事情があったのである。
ただし、北海道において、地方開発を主導した層が、皆、仁太郎や与之助のように、貧困から身

31）筒井正夫⽛農村の変貌と名望家⽜（⽝シリーズ日本近現代史⚒資本主義と自由主義⽞岩波書店、1993）。
32）移住型植民地の概念については、永井秀夫⽛近代北海道史研究の発展⽜（同⽝日本の近代化と北海道⽞
北海道大学出版会、2007、初出 1998）参照のこと。

33）榎本洋介⽝佐賀偉人伝 五島義勇⽞（佐賀県立佐賀城本丸歴史館、2011）。
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を起こしたわけではない。例えば広島村（現北広島市）の創設と開発を主導した和田郁次郎などは
旧広島藩士の出身で、広島で移民団を組織している。このような場合には、彼らの出身地における、
近世以来の人間関係や慣行が、北海道にもある程度持ち込まれていると想定される。一方、海岸部
に目を転じてみると、例えば、現余市町の林家や、檜山の稲船家は、近世以来の場所請負人層の出
身で、近代以降も余市・檜山に土着して地方開発を主導している。これらは、近世以来の豪商が名
望家に転じたケースとして把握できる。以上を踏まえれば、北海道において地方開発を主導した層
には、①（仁太郎や与之助のような）草分け百姓、②移民団の指導者（士族が多い）、③旧場所請負
人の少なくとも三類型には分けられると言えそうである。
以上を踏まえ、今後の課題を述べたいと思う。まず、本稿では、仁太郎の豊平村入植までの履歴
を明らかにしたので、今後は、豊平村入植後の仁太郎の業績を確かな史料から明らかにする。さら
に仁太郎以外の北海道の他の名望家の事績についても明らかにしていくことで事例を増やし、比較
検討と類型化を進める。さらに本州の名望家との比較検討も行うことで、移住型植民地・北海道の
名望家には、いかなる特徴があるかを論じていきたい。本稿は、その長い道のりへの第一歩である。

Notables in Hokkaido when it was an immigrant colony:
The process until Nitaro Abe emigrated to the Toyohira village

Tetsuji UEDA
(Japan Society for the Promotion of Science)

Traditional studies of Modern Notables have tended to understand them as a continuum of early
modern wealthy farmers. However, in recent years, it has been confirmed that there are Notables
who have newly risen in the modern era, and it has been proposed to reassess the Notables as
modern beings. Hokkaido will be a very important area in studying Notables as a hierarchy unique
to modern times. Because, in Hokkaido, especially in the inland area, new villages were formed one
after another by a large number of immigrants in the Meiji era. Therefore, there is no wealthy
farmer since the early modern period. However, at present, there are few studies on Notables in
Hokkaido. I think this is partly because they have been considered as pioneers in Hokkaido rather
than Notables.
Based on the above, the author keenly realized that it is necessary to increase research on
capitalists in Hokkaido. To do so, it is first necessary to discover historical materials related to
Notables. Therefore, the author has been working with the people of Hokkaido University to
investigate the materials related to Nitaro Abe in the Kitahiroshima City Eco Museum Center.
Nitaro was a person who settled in Toyohira Village (currently Toyohira Ward, Sapporo City) in the
Meiji era and became a Modern Notables. However, due to the spread of the COVID-19, the
investigation had to be interrupted.
Therefore, this time, I would like to clarify the trends of Nitaro before the settlement of Toyohira
using the materials stored in the Hokkaido Public Library and the National Archives of Japan. In
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this paper, it is revealed that Nitaro, who became a modern capitalist, came from a poor class. This
result would indirectly indicate that the Modern Notables and the wealthy farmers are not
necessarily continuous.
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