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平成30年度根本正顕彰会第１回公開講座 平成30年６月２６日（日）

仲田昭一

明治維新150年記念

水戸と秋田 ＜根本家の明治維新＞

－ 代議士根本正と根本通明博士 －

根本正（81歳） 根本通明（85歳）

（嘉永4年：1851 （文政5年：1822 ～

～ 昭和8年：1933） 明治39年：1906）

＜政治家＞ ＜教育家：博士＞

（１）根本家の略系譜

（「根本氏系図」・「根本氏家系」（根本喜代寿家所蔵文書）

大職冠内大臣藤原鎌足の２４世孫太田太夫通延 〇

（太田城） 根本通徳

・・・（数代略）・・・

根本備後守道時 道忠（根本左馬助；佐竹義宣の供にて羽州秋田へ移る）

道基 徳慶 徳定 徳宗 道直

徳義 通資 徳家 徳長

通興（澤村植田氏男） 徳長

徳栄（中丸村本多氏男）

徳栄 徳明 徳廣 徳孝 徳寿（東之介） 徳直（寿一郎) 勉

正 丑蔵（渡米） 忍

① 根本通徳＝太田郷の根本に住す、よって氏（根本姓）と為す（根本城） 喜代寿

② 道基＝根本市之丞、後に与左衛門。天正６年（1578）に東木倉村へ移る。
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③ 徳慶＝与三右衛門、寛永18年（1641）の水戸藩検地の際に役方（案内役）を務める。

④ 徳廣＝吉之平、後に半次衛門、庄屋（里正）として水戸藩の天保検地を担当する。

⑤ 徳孝＝「実は久慈郡西宮村鈴木右馬之允の３男、文武相嗜み、志宜しき者とて軍馬係、

兵員御組入になり、苗字帯刀御免、行年８２歳。」

徳孝の妻早子は「徳廣の長女。家政を昌んにし子弟を教育し、内外相 齊 く親和す。
さか ひとし

行年８０歳。」

⑥ 東之介徳壽＝ 天保８年（1837）４月生まれ。水戸藩組長、福田村戸長兼務、居村村長、

村会議員。初め増一郎、壮年に東之介。家督を相続す。 開塾指導。

⑦ 正 ＝ 次男、分家ス。初メ十三才ニテ豊田天功先生ノ門ニ入リ、十七才ニテ水

戸御金方勤、二十才郡務方、二十二才廃藩、江戸へ出づ。兄徳壽が公職に

精励して家を省みる暇もなかった。代議士となった正は、それを憂慮して

実家の田畑の流出を防いだ。

⑧ 寿一郎徳直＝ 文久 ２年（1862）４月１０日生まれ。働き詰めて家運維持。

⑨ 勉 ＝ 明治１９年（1886）８月１５日生まれ。勤勉実直・働きに働いた（「こ

の田畑は先祖伝来のものではない、正から得たものである」と感謝）。

「家を守るには、徳川家の如く為せ。３代将軍家光で幕府は盤石となった。

その後３代目ごとに確かな将軍が出て幕府政治は維持された。３代目はしっ

かりした者が出るようにしていかねばならない。３代目ごとに出ていれば家

は維持される。」

※ 根本東之介徳壽・正の兄弟は学問への意欲が高く、両者とも生涯それを貫いた。

通徳の時に太田の根本（現白羽町）に住んだことから「根本氏」を名乗り、道基の時の

天正６年に東木倉村へ移住したことになる。その子徳慶の時に、水戸藩最初の寛永の検

地に役方を務めていることから、庄屋など村役人を務めていたことが推定される。

（2）根本通明（文政5年：1822― 明治39年：1906；85歳） 秋田仙北郡刈和野生まれ

東京大学教授：文学博士；秋田で最初の博士。外国人教師；ドイツ人東大にて哲学を教

授したケーベル博士「私が知っている日本人の中で、本当に日本人らしい方は、いつも温

雅で高貴な精神を持っている浜尾新（総長）と古武士的風格を持った根本教授、並びに名

前を失念したが非常に親しみある一紳士の3人だけである」。

明治１６年（1883）62歳、明治天皇の侍講。 翌年明治天皇への漢学ご進講

先祖に柳生一刀斎門人有り：武術家（常に鉄扇）。

（秋田魁新報刊『羽嶽 根本通明・伝』参考）

先祖は常陸藤原氏、下野押領使藤原秀郷の後裔通延の代に常陸国久慈郡太田の根本

に荒太夫が城を構え根本姓を名のる。通延の子通成の時に佐竹昌義に下り佐竹氏の

家臣となる。佐竹氏秋田移封に随従し刈和野（羽州街道における久保田と横手の中

間の要所）に住した。
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秋田藩校中興の英主佐竹義和、寛政元年（1789）「明道館」創建 →

文化8年（1811）「明徳館」と改称

寛政元年（1789）藩校と同時に郷校設立（家塾の郷校化）、

父は秋田藩家老渋江内膳の配下で御船奉行や足軽支配などを務めた。

母は、六郷村（仙北郡）熊野神社の社家で漢学者の熊谷家の女。

通明は、佐竹氏家臣飯村家塾崇文館で修学（横手郷校は育英書院）

天保3年藩校明徳館へ入学、

天保10年（1839；18歳）「易経大全」を読む。学問に益なしと禁煙する

安政3年（1856）秋、家塾「立志堂」開塾 安政5年3月（37歳）明徳館教授に。

城下久保田に好学の風、満つる

安政6年（1859；38歳）読書の量と研究の成果 → 諸子の崇敬の的

斬新なイメージ：藩内風靡

「易義」周公・孔子の教えは本来革命否定である。

天子は一系で皇統は永遠に変えるべきでないとの信念 → 一藩が勤王へ

文久3年（1863；42歳）8,22 明徳館直館支配

慶応4年（1868）3,26 明徳館助教 ＝ 総長 （9,8「明治」改元）

戊辰戦争中は明徳館館長・陣場奉行本務・小荷駄奉行兼務

3, 2 奥羽鎮撫総督九条道孝・副総督沢為量・参謀醍醐忠敬ら1400名北上

3, 24 会津藩・庄内藩追討令

4, 20 秋田藩は庄内攻撃へ。根本通明は3番手軍として進軍

閏4,23 奥羽列藩重臣の白石会議（会津藩・庄内藩救済が目的）

秋田藩代表横手城代戸村氏参加

5, 3 奥羽越列藩同盟成立

（仙台伊達・米沢上杉・会津松平・盛岡南部・庄内酒井・秋田佐竹等37藩）

4, 29 副総督沢為量が秋田へ。

根本の論、「此の新政府軍の総督に対抗することは不義ではないか」

藩の重臣 「君命は佐幕である、鎮撫軍に徹底抗戦をすべきである」

※ 藩内は厳しく対立

5,15 追討軍、上野に彰義隊を討つ。

5,24 徳川家達、駿府70万石に封ずる 6月 西郷隆盛、薩摩へ帰郷

6,13 藩主義堯、根本通明を軍事取調、軍議総管に任命
よしたか

6,16 奥州各藩は秋田へ出兵

7, 1 評定奉行鈴木吉左衛門自刃 → 勤王派の奮起 ※ 厳しい対立

※ 藩主義堯の厳命

「余、自ら命ずる。用人達が云っていることは、余の本心と全く関係ない。

余は既に勤王と決めている。」

7, 4 秋田藩主佐竹義 堯、仙台・盛岡の使節殺害。勤王旗幟鮮明
よしたか

7, 5 戸村十太夫義効の家老職免 → 生涯蟄居
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8, 9 秋田横手城代戸村十太夫義効、横手城を去り久保田（秋田）城へ

子息の戸村大学義得ら横手城死守

8,11 同盟軍の庄内松平甚三郞軍、庄内酒井吉之丞軍、仙台軍と三方から攻撃。

戸村大学義得ら主従脱出。城内死屍11（裸体・首なし）

庄内藩一番隊長松平甚三郞、「忠義の士」として城北龍昌院に埋葬

〈根本通明、藩主義堯に教授〉

源平の時代から勤王の名家と称えられた佐竹歴代祖宗の遺志を継ぎ、例え家を失ない、

子孫を絶つことになろうとも、皇室に対して弓を引き、賊名を被むるような不名誉は断

じてすべきではない。

佐竹義堯

中村藩主相馬益胤の子、秋田新田藩佐竹義純の養子となり、安政4年（1857）宗家継

ぐ（第12代藩主）。

〈根本通明の『読易私記』〉

万物流転の否定、世の中には天地が逆転しないように君主と臣下、親と子、など決して

流転しない関係がある。天子はいつまでたっても天子一系は不変にして承詔必謹は易の

神髄なり（革命の否定）

門人に高島嘉右衛門

かすみがうら市牛渡出身、鉄道敷設・ガス事業・下水道整備・市場整備など横浜の

インフラ整備に尽力。「高島学校」：幼学と高等教育併設、「高島易断」興す）
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（２）根本正の本家筋、「忍」への期待；「根本禁酒煙農場」の設立

根本正翁の実兄東之介は筆記をよくした。長子寿一郎が家督を

相続し、その子で長孫となる勉は順当に家督を相続した。勉の弟

で東之介には次孫に当たる忍に対して、正は家を離れて活躍する

ことを期待した。そのために、大正５年（1916）８月９日、既

に明治４４年に刊行されていた維新前史『桜田義挙録』（雪の部）

を写して「国ノ為ニ身ヲ捐ルハ是ヲ仁ニ本ヅク」と義挙を称え、
すつ

右、維新前史櫻田義挙録三巻の内、雪の部水戸烈公斉昭の君

の北海道開拓の請願、及び蝦夷地経営に関する件を抜写す。

目も心も労して筆を留る時年八十歳 根本東之介 印

大正五年十月 天保八丁酉四月生 徳壽 印

と記し、その著の中に流れる水戸藩主従の精神を体得させようと

した。

それと同時に、根本家の「家系」を明らかにして根本家の家訓、

家風を強く認識させようとした。それがこの写本の途中に記された「根本氏家系」である。

根本忍は明治２２年（1889）生まれ。根本正は祖父東之介の弟に当たる。身体壮健にして

農業を好み忍耐に富んでいた。後に北海道に渡って農場経営に従事することになる。これにつ

いて根本正は、兄の東之介が『櫻田義挙録』を写した中に記した「常陸国那珂郡東木倉村根本

氏家系」の後に、大正６年（1917）１月１０日付けの記録として

かって先君烈公（徳川斉昭）が早くから蝦夷地拝領、開拓に意欲的であった先見の明を記

載し、よくその意を継承し、以て帝国発展の基礎を堅固ならしめんとするにあり、余、深

く水戸侯が北海道開拓の事業に熱心に至誠を尽くされたるを賛成し、全力を投じ大正３年

（1914）３月に北海道北見国網走郡飜 木 禽村において、５００町歩の土地の払い下げ
ぽんききん

を受け、この土地の管理者として根本忍を選抜し、那珂郡玉川村篠田簡の下に労働せしめ

置いた。

しかし、３カ年を経過しても未だ収支がかなわず、毎月数十円を送金して開拓の事業を

奨励する所以のものは、先君烈公の遺志を貫徹し、また祖先根本家の恩に酬いしめんが為

なり。幸いに篠田簡は誠実勤勉尋常ならず、雪中山野を跋渉して開墾事業を成功するの期

に至らしめたり（要約）。

と述べている。

なお、明治２年（1869）８月、水戸藩は北海道天塩国内の苫前・天塩、上川・中川・麟島

の５郡を下付され、その内の麟島郡は北見国利尻郡と改称された。しかし、明治４年の廃藩置

県もあって翌５年に開拓使に返還されている。明治期から大正期にかけての北海道開拓事業の

意義、および身内の根本忍に対して大きな期待を懸けていたことをうかがうことが出来る。



- 6 -

さらに続けて根本正は、この土

地をして「根本禁酒煙農場」と

命名し、「一切使用人をして飲酒

喫煙の害を受けしめず、専ら貯金

自労・自活・独立移民たらしめん

ことを奨励し、忍の如きも毎月給

料を貯金し、数年を出でずして一

家を成立せしむべき土地を所有す

るに至るべし。本年の如きは、篠

田夫婦、忍及び他の労働者の努力

により、相当の収入を見るに到れ

り。かくの如き事実なるを以て、

数年の後には収支相償うのみなら

ず、根本禁酒煙農場の盛大なる

べきことを実顕するは、何人も確乎保証するに足る。」と記している。（原文；カタカナ交じり、

以上、根本喜代寿氏所蔵）

藩主に就任してからの徳川斉昭は、財政難解決の一助および海防対策として蝦

夷地開拓に意欲を示し、「北方未来考」まで著して開発に対してその具体策を練っ

ていた。根本正は、その斉昭の遺志にも酬いることが出来ようと北海道開拓にも

臨んだのである。

さらには、その開拓村を「根本禁酒煙農場」と命名しようとしたことにも驚く。

根本正が未成年者の禁酒禁煙を実現させたことは周知のことであるが、この精神

を新天地の村名にも取り入れようとしていたことは、根本正の生涯の信念が奈辺

にあったかを実感するとともに、その徹底ぶりに学ぶところ実に大きいものがある。

常陸国の戦国大名佐竹氏の家臣根本家、常陸と秋田にと遠く分かれるこ

とになったが、いずれも家運は発展した。

両家とも、天下国家の有為な人物を輩出して、国家の興隆・進展に大い

に寄与したのである。


