
太田治兵衛の思索と行動

─近代曹洞宗教団との交流を通して─

横山　龍顯
1 、はじめに
小稿は、明治期から大正期にかけての政治経済の世界において活動した太田治兵衛

（1847～1922）を取り上げ、その生涯と思索について論ずるものである。

太田治兵衛は、北品川で質商を営んでいた太田屋の嫡男として生まれ、明治維新を機

に横浜へ移住し、彼の地において家業の質商に加えて倉庫業の方面にも事業を拡大した。

他にも横浜市会議員・横浜商業会議所議員・横浜市参事会員を務めるなど政治面におい

ても横浜市の発展に尽力した人物である。彼と同時代に横浜で活動した小野光景（1845

～1919）や大谷嘉兵衛（1845～1933）に比すると（1）、その活躍振りには及ばないものが

あるかもしれないが、彼は「横浜質商の巨擘」とも称されるなど、その世界では名の通っ

た人物として認知されていたようである。

さて、かかる太田治兵衛について稿者が注目したいのは、太田と近代曹洞宗教団およ

び曹洞宗関係学校との浅からぬ関わりである。具体的に述べるならば、太田は多額の私

財（あるいはそれによって購入した物品）を曹洞宗寺院および宗門関係学校に寄贈・寄進しているのである。宗門関係学校

との関わりで言えば、東京府麻布区日ヶ窪（東京都港区六本木）に所在した駒澤大学の前身である曹洞宗大学林専門学本

校講堂の「大涅槃図」（本書口絵 3、駒澤大学所蔵）および荘厳具の寄贈者に彼の名を見出すことが出来る。また、西有寺

（横浜市中区）の境内地は、彼の寄贈によるものであり、西有寺は彼が開基となっている。他にも、明治44年（1911）に

能登（石川県輪島市）より鶴見（横浜市鶴見区）に移転した大本山總持寺の檀徒総代、久我環渓（1817～84）の三回忌を記

念して昌林寺（東京都北区）に建立された法華塔の周旋人にも名を連ねている。

このように、太田治兵衛は曹洞宗寺院・宗門関係学校へさまざまな布施と呼ばれるべき寄贈行為を行い、積極的に曹

洞宗教団との関係を構築するのであるが、これらの事跡を彼の生涯に沿って跡づけるという試みは決して無意味なもの

ではないだろう。また、論を進めるに当たっては、寄進行為の背景にあった彼の思索についても言及したい。

2 、出生から横浜移住まで
太田治兵衛（以下、太田仁兵衛との混同を避けるため治兵衛と称する）は弘化 4年 1月23日、太田仁兵衛（？～1887以降）

の長男として生を受けた。太田家は北品川稲荷門前（東京都品川区北品川）で太田屋という質屋を営んでおり、治兵衛の

手記などによれば、太田家は「二百年来も継続して今日に至って」（太田1915、35頁）いることから、18世紀頃から北品

川で質屋を営んでいたものと考えられ、治兵衛は12代目当主だったようである（2）。治兵衛の父親である仁兵衛につい

ては、遺憾ながら資料に乏しく、その為人や行状を知ることは困難であるが、近世末期の関連資料には、少しく太田屋

の状況を伝えるものが存する。『藤岡屋日記』巻131の一文を引いてみよう。

○慶応二丙寅年五月廿八日

南品川打毀一件

作廿八日夜五時頃、何者共不相知、面部を手拭ニ而包候男一人、南品川宿御嶽町稲荷社ニ有之候太鼓貸呉候様申参

り、相断候ヘ共、押而太鼓持参り、同処馬場丁天台宗本覚寺境内江持込、打鳴し候、何方ゟ歟多人数集り、夫ゟ押

1

太田治兵衛の思索と行動（横山）

P.1

太田治兵衛
『横浜社会辞彙』より転載



出し、南品川馬場丁油屋伊兵衛宅を打こわし、夫ゟ追〻南品川宿・北品川宿・品川徒歩新宿家〻打毀す、引返し、

北品川馬場丁ゟ同処東海寺門前同所御殿山下下村屋松次郎宅打毀し、夫ゟ東海寺裏手床木橋方江相廻り、其儘乱致

し何方江参候哉相分不申、人数之儀、初発ハ二十人位、追〻相増、子供打交百人位ニ相成、尤往来ニ而も提灯持候

もの有之候へば打消、闇夜ニ致候ば、人躰等見留候義無之、怪我人等も無趣ニ御座候。

御代官　　　　　　　　

佐〻井半十郎　　　　

当分御預処

今川要作　　　　　　

武蔵州荏原郡南品川宿

（『藤岡屋日記』59～60頁、句読点は稿者、以下同）

上に引いた一文は、慶応 2年（1866） 5 月28日に起こった品川一帯における打ちこわしの記録である。記事によれば、

5月28日夜 5時（20時頃）に、複数の暴漢らによって、南品川馬場の油屋伊兵衛宅を皮切りに、南品川宿・北品川宿・

品川徒歩新宿・東海寺門前・御殿山などの地域で打ちこわしが行われた。打ちこわしでは、米屋・質屋・酒屋などの富

商宅への破壊行為が行われたが、上に引いた記事の続きには、打ちこわしの被害にあった39軒の店舗が地域ごとに記さ

れており、北品川稲荷門前の被害状況を示す箇所には、

町奉行支配

　　北品川稲荷門前

質屋　　　　　　　　　太田屋仁兵衛

呉服屋　　　　　　　太和屋平右衛門

古木屋　　　　　　　　太田屋彦兵衛

紙・荒物　　　　　　　　河内屋儀助

質屋　　　　　　　　　　　坂田甚七

（『藤岡屋日記』60～61頁）

とあって、仁兵衛の経営する太田屋も打ちこわし被害にあったことが知られる。28日の打ちこわし被害状況の概況報告

は翌29日にも作成されており、そこには、

　　北品川稲荷門前、家持

質や　　　　　　　　　太田や仁兵衛

（『藤岡屋日記』72頁）

とある。仁兵衛は「家持」とされ、当時の町人の中でも富裕層に属していたことが推測される。慶応 2年 5月28日から

6月 3日にかけて品川（東京都品川区）・芝（東京都港区）・麻布（同）・四ッ谷（東京都千代田区）などで129軒が打ちこわ

しにあったとされ、この内の20軒が質屋であった（『藤岡屋日記』67～68頁）。断続的に打ちこわしが行われる状況は、「此

節物騒敷」（『藤岡屋日記』62頁）と叙述されるほどであった。この背景には、慶応期の止まることを知らない物価高騰と

銭相場安があり、庶民生活を直撃したとされており、質屋もその影響から利率の調整を余儀なくされ、慶応年間だけで

も 3回（元年 9月・ 3年 1月・ 3年 6月）の利上げが行われた。一連の打ちこわしは、慶応 2年 5月中旬に大坂市中で行

われた大規模な打ちこわしに端を発し、今取り上げた 5月下旬から 6月下旬、そして 9月にかけて江戸へと伝播し、一
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連の打ちこわしは武州の世直し一揆へと連動していくとされる（3）。

富裕な質屋であった太田屋は、『藤岡屋日記』に記録されるように、北品川稲荷（現在の品川神社）の門前に所在して

いたが、文久三年（1863）、北品川稲荷の社殿修復に当たり、奉納を行った人物を記録した「文久三年諸末社修覆奉納

連名幷諸入用覚」にも、

　門前町者町分

一　金百疋　　太田屋仁兵衛

（『品川区史』続資料篇 2、240頁）

として、仁兵衛の名を見出すことができ、北品川稲荷に金百疋（＝金一分）を奉納したことが知られる。

上に紹介した打ちこわし被害に先立つ文久元年、治兵衛は14歳にして仁兵衛から家督を相続している（森田1910、92

頁など）。その後、治兵衛は安政 6年（1859）に開港した横浜の将来的な発展を予期して、明治 2年（1869）12月、横浜

へ移住し、質業および倉庫業を開業する（日比野1917、23頁）。

ところで、『開港五十年記念横浜成功名誉鑑』が紹介する太田治兵衛の小伝（当時63歳）には、

質商の巨擘

太田治兵衛君（姿見町二丁目五六、電話八一一番）

横浜は実に太田持資に縁故あるの地なり。太田治兵衛君が古名将の苗裔を以て此に移住し、市内三大質商の筆頭と

して嶄然地を抜くの概あるいは豈偶然ならんや。君は荏原郡北品川の人、仁兵衛氏の長男、弘化四年の生れにして

文久元年家督を相続す。時に鎖港攘夷の論漸く収まりて、我横浜の殷賑日に加はるを見、奇貨逸すべからずとして、

当地に来り、現業を営みしは明治二年十二月のことなりき。次で倉庫業を兼ね数年ならずして其富前代に倍す、君

質性寬厚長者の風あり、明治廿三年市会議員に挙げられ、爾来十有五年の久しき一日の如く、市政に貢献する処鮮

少にあらず、其他商業会議所議員として頗る令名あり（森田1910、92頁）。

とあり、太田治兵衛を室町後期の武将・太田道灌（持資、1432～86）の末裔と紹介している。この説が果たして真実を伝

えるものか確証を得ることは出来ないが、治兵衛が横浜に移住するまで居を構えていた北品川もまた、太田道灌との縁

が浅からぬ土地であることを紹介しておきたい。太田屋は北品川稲荷門前に存したが、北品川稲荷は『新編武蔵国風土

記稿』巻56「荏原郡十八品川宿」に、

稲荷社　境内除地九段七畝、別に拝領地千八十三坪九合五夕、東海寺の北に隣れり。祇園・貴布禰を相殿とし、又

東照宮を祀奉り、四坐を総て品川大明神と称す。神体は各箱中に深秘す。稲荷は文治三年勧請、後当国の守護職二

階堂出羽入道道灌倉稲魂の像を納め、本社等総て再建し、社地を吉瑞岡と名づく。永享四年正清入道幸純新に造営

す。幸純は道灌が子孫なるべし。事は南品川海晏寺に詳らかなり。文明十年六月太田道灌祇園を勧請して相殿とす。

貴布禰は勧請の年代詳らかならず。天正十九年南品川貴布禰社領合て五石一紙に御朱印を賜ふ。今北品川一石戸越

村一石五斗を当社領とす。慶長五年濃州関ヶ原役の時、御祈願あり、御凱旋の後、仮面及神輿法被等を寄附せらる。

同十九年台徳院殿（徳川秀忠）大坂御出馬の時、御吉例を以て神前に於て御祈禱太々神楽等を行しめらる。大猷院

殿（徳川家光）此辺御遊の時、度々立寄せ給ひ、社伝など御尋あり、厳有院殿（徳川家綱）御誕生及御痘瘡の時、神

前にて御祈禱あり。寛永十四年東海寺御建立の時、社地の内南の方御用地となり、替として千八十三坪余を賜ふ。

今門前町の所是なり。其頃当社は東海寺境内の鬼門に当るを以て、同寺の鎮守と定られ、本社以下神主居宅迄造ら

しめられしより永例となる（『新編武蔵国風土記稿』 3、75～76頁、（　）内は稿者、以下同）。
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と紹介されている。これによれば、北品川稲荷の稲荷は文治 3年（1187）に勧請されたもので、後に太田道灌が倉稲魂

命の像を奉納して社殿を再建し、後に祇園・貴布禰を勧請し、稲荷社を相殿とした。寛永14年（1637）に東海寺建立の

際には社領の一部が御用地となったため、代替地として1083坪が与えられ、この地が後の門前町になったとされる。こ

こから太田屋が存した北品川稲荷門前は、寛永14年に与えられた領地であることが知られ、太田屋も東海寺建立に伴う

代替地拝領以後に開業したものと推測されよう。

また、北品川稲荷の近接地には太田道灌の館跡地である御殿山が所在している。同じく、『新編武蔵国風土記稿』巻

56「荏原郡十八品川宿」の「御殿山」の項には、

歩行新宿大横町の西にあり、広さ三町八段五畝二十九歩、今御林となり桜樹多し。有徳院殿（徳川吉宗）和州吉野

山の種を移し植られし所となりと云、文政九年にも命ありて数株を植添られ、春毎に看賞の客多し、其頃北品川宿

歩行新宿よりも願上て桜楓松若干株を植添しと云、享保六年二月山上に制札を建て、遊人の狼藉を禁ぜらる。村中

御立場あり。廻二十六間半高六尺、遊毎に御腰を掛させ給ふ、相伝ふ此所長禄の頃太田道灌の館あり、文明年中連

歌師心敬僧都と道灌十句の連歌を催す。世に品川千句と云是なりと、或書に此時巻頭の発句は心敬法師なり、其句

に九つの品川しるき蓮かなと載たり。されどこの句紀行附歌には江戸に趣し時品川に宿りて云々と見ゆ、又紀行に

は心敬五年まで此に住せし由も見ゆ。【道灌日記】長禄の頃、道灌品川の館にて夢の告を得て江戸城を築き、此館

には宇田川和泉守長清を置しと見ゆ。又伝ふ御入国の後、御殿を建られ屢御遊あり。中にも大猷院殿の御時は東海

寺沢庵和尚、小堀遠江政一等毎度御茶を奉れり。今遠州流の喫茶家に品川流と号するは当寺の遺製なりと云、元禄

の初年四谷失火の時災に罹、後遂に廃せり。今山北に礎石存、長八間に横六間ほど御殿の跡なりと云。元禄の検地

帳にも御殿跡芝地と載す（『新編武蔵国風土記稿』 3、74頁）。

とあり、『新編武蔵国風土記稿』が編纂された近世末期（4）には桜・楓・松などが栽植された景勝地となっていた御殿

山は、長禄年間、夢告によって江戸城を築城した太田道灌が館を構えていた地であるとされる。その後、徳川家康（1543

～1616）が入国後も遊山の際に立ち寄られ、元禄元年（1688）における四谷からの失火に伴い烏有に帰し、礎石を残す

のみとなったようである。

このように、太田家が太田屋を構えた北品川稲荷門前、そして近接地に存する御殿山は太田道灌ゆかりの地であると

いう伝承が、近世末期すなわち治兵衛が誕生してより横浜へ移住するまでに存在したことを確認することができる。か

かる環境下においては、太田家が苗字を同じくする太田道灌の末裔であるという言説が醸成されても不思議ではないで

あろう。

3 、横浜での活動─事業の展開と市政への尽力─
前節でも述べたように、明治新政府が発足して間もない明

治 2年12月、青年治兵衛（当時22歳）は、開港以来発展を続

ける横浜へ「奇貨逸すべからず」と移住し、姿見町（現横浜

市中区末広町、羽衣町）に質店・太田屋を開いた。代々の家業

であった質店の経営は順調であったようであり、明治35年に

編纂された『質屋名簿』によれば、太田屋は横浜市内で第 2

位の税金を納めている（5）。また、『質屋名簿』は全国の質屋

の店名と納税額が収録されているが、全国的に見ても太田屋

は国内質商の中で第10位の納税額となっており、主要な質商
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であったことが知られる。その後、明治38年 5 月には、従来の質

商に加えて貴重品の保管を目的とする倉庫業・太田倉庫部を開業

した。貴重品の外部保管というのは当時の国内ではあまり例がな

く、同業他社も存在しなかったことから、開業後まもなく業績は

隆盛に向かい、梅ヶ枝町（現横浜市中区長者町、羽衣町）に新たな

倉庫を新設するまでになった（6）。他にも、彼は出身地の東京府

荏原郡および横浜市内に広域の不動産を所有しており（7）、恵ま

れた商才を横浜の地で大いに発揮したと言ってよいだろう。

また、治兵衛は上述の経済活動にとどまらず、質業・倉庫業と

並行して政治活動も行っていた。以下、治兵衛の政治活動の側面

をたどってみよう。

明治22年 4 月 1 日、市制町村制が施行され（明治21年 4 月17日公

布）、横浜市が誕生した。これにともなって同年 5月、初めての

横浜市会議員選挙において市会議員35名が選出され、 6月 6日開

催の市会では、初代市長に増田知（1843～1911）が就任した（8）。

治兵衛も市制発足直後から政治参入を目指しており、市制発足の

翌23年 2 月22日に行われた市会議員補欠選挙に出馬したが、次点

に終わっている（9）。また、明治24年 6 月26日の横浜市名誉職参

事会員選挙にも出馬したが、この選挙も落選に終わっている（10）。

このように、治兵衛は市制開始直後の 2年間こそ、落選の憂き

目にあったが、明治26年以降は、ほとんど間断なく、名誉職参事会員（以下、参事会員と略称）・横浜商業会議所議員・

市会議員を、ときには兼任しつつ、歴任することになる。順を追って見ていくことにしよう。

治兵衛は明治26年 1 月 9 日、参事会員補欠選挙で参事会員に当選し、 7月 4日に行われた参事会員半数改選において

も再選したとされる（11）。しかし、再選されたわずか22日後の 7月26日に参事会員を辞職している（12）。辞職から 2年後

の明治28年 7 月10日の参事会員半数改選の折りには参事会員への返り咲きを果たし（『横浜市会の百年』資料編、196頁）、

これ以後、彼は積極的な政治参画の動きを見せることとなる。まず、特筆すべきは明治28年 8 月、横浜商業会議所（13）（後

の横浜商工会議所）設立発起人となり、同年10月に行われた選挙において商業会議所議員になっている点である（14）。彼

は商業会議所議員を、明治28年10月～明治32年10月、そして明治36年 3 月～大正10年（1921） 3 月まで、すなわち明治

32年～36年の一期を除く、22年間の長きにわたって務めている（15）。また、商業会議所設立の翌29年 5 月には市長候補

者に選出され（16）、明治32年 3 月には横浜瓦斯局長に就任するなど、参事会員と商業会議所議員を兼任しながら、積極

的に市政に参与している（17）。

治兵衛が市会議員選挙に初当選するのは、明治38年、彼が58歳でのことである。 1月に行われた市会選挙に第 2区よ

り出馬し、当選を果たしている（18）。上述の通り、参事会員・商業会議所議員・瓦斯局長を出馬までに務めており、経

歴の面では問題はなかったであろう。その後、彼は明治44年 2 月 3 日・大正 3年 2月 9日の市会議員選挙においても再

選を果たし、大正 7年 1月における市会議員任期満了までの、計 3期13年を市会議員として尽力したのであった（19）。

治兵衛にとって最後の市会議員任期となった初年の大正 3年 7月28日、オーストリアがセルビアに開戦を布告したこと

により第一次世界大戦の幕が切って落とされ、 8月23日には日本もドイツへ宣戦し、作戦行動を開始した。日本経済は

大正 2年以来の不景気に陥っていたが、大戦勃発による世界経済の混乱は生糸・絹糸の価格暴落を招き、横浜市の不況

に拍車をかける形となった。かかる状況は大正 4年には好転に転じるが、ガス局の歳入不足、政府主導によって行われ

ていた横浜港湾設備工事費の一部負担などによる歳出膨張により、財政難に見舞われていた。これらの問題については、
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（上）梅ヶ枝町の新設した倉庫外観
（下）梅ヶ枝町の新設した倉庫内観
『実業之横浜』 7（15）より転載



大正 3年に選出された治兵衛をはじめとする市会議員らの尽力によって、かなりの部分の解決を見たようである（20）。

最後の任期中において、治兵衛は最年長議員として参事会員・商業会議所議員をも兼ね、市会議員とあわせて三職を兼

任するという多忙な日々を送った（21）。まさに活動の円熟期に当たっていたと言えるであろう。

大正 7年 1月の市会議員任期満了にともない、治兵衛は政治活動から引退した。後、大正11年 1 月には、横浜市名誉

職員として表彰を受け（『横浜市会史』 3巻、1072頁）、同年中に家督を長男の健司（1874～1942以降）に譲っている（22）。そ

して、横浜市名誉職員として表彰された 2ヶ月後の 3月25日午前11時、逝去。行年75歳であった。 3月30日午後 2時よ

り治兵衛が檀家総代となっていた西有寺において葬儀が営まれた（「朝日新聞」大正11年 3 月27日朝刊）。

4 、近代曹洞宗教団への寄進活動
上において、治兵衛の経済・政治にわたる活動の足跡を概観したが、本節では彼の曹洞宗寺院・宗門関係学校への意

欲的な寄進活動を跡づけていきたい。

まず、彼の名が最も早く確認されるのは、明治16年（1883）、麻布区日ヶ窪に開校した、駒澤大学の前身である曹洞

宗大学林講堂への什物寄附者名簿である。「大学林講堂内外荘厳諸道具寄附人名表」には、以下のようにある。

大涅槃像　箱付　　　壱軸

唐金花瓶　　　　　　壱対　　　　　　　東京府下品川駅　　太田仁兵衛

同　燭台　　　　　　壱対　　　　　　　神奈川県下横浜　　太田治兵衛

同　香炉　　　　　　壱箇

（『曹洞宗両本山布達全書』78丁表）

治兵衛は父親の仁兵衛とともに、涅槃図（大涅槃像、本書口絵 3参照）および青銅（唐金）製の花瓶・燭台・香炉といっ

た荘厳具を寄附している。花瓶・燭台の所在は、現在では不明であるが、涅槃図および香炉は現在も駒澤大学禅文化歴

史博物館に所蔵されている（23）。本涅槃図には背票（18頁画像参照）が残されており、これによって本図の旧蔵者や曹洞

宗大学林に寄贈された経緯を知ることが出来る。

現在の背票は、大きく上段部と下段部に分かれる。上段部は太田親子による涅槃図寄贈に至る経緯が曹洞宗大学林初

代総長・辻顕高（1824～90）によって明治16年に記されており、下段部には天龍寺（品川区南品川、曹洞宗）11世・大啓に

よる涅槃図施入の経緯（「涅槃像之背票」）が叙述される。この一文は宝暦13年（1763）に著されたものである。したがって、

現在二段にわたって記される本涅槃図背票は、まず、宝暦13年に大啓によって下段部が記され、その後、明治16年に曹

洞宗大学林に寄贈されるに至り、顕高によって上段部が記されたことが知られる。以下に、涅槃図背票の全文を掲げて

みよう。まずは成立の早い下段部から掲げる。

　　涅槃像之背票

夫謂仏滅度者、我見魔党必非仏弟子、涅槃者為非涅槃説、仏性者為非仏性説。一切衆生直下回顧顚倒見、則真正顕

現。豈可怪哉矣。懇懇憐衆生之大悲念広大故、娑羅色変、恒河水乾。八万四千五十二類仰虚空痛悲投大地。嗚呼、

化潼遠乎。既垂三千年。宜哉、三歳孩児亦看涅槃画像、便合掌哀歎也。大奇、帰仏依法之一念力、虚空有尽而其功

徳不可竭、不可消、洪植福者也。于茲江府下新橋丸屋福岡氏令画工新彩涅槃大像、背表荘厳了、寄附之瑞雲山天龍

精舎。薦修先祖考妣等之報地、希望子孫之幸栄其志最篤矣。是以記其実意、鎮于常什〈云爾〉。

〔夫れ仏の滅度を謂
おも

えば、我
が

見
けん

の魔党は必ず仏弟子に非ず、涅槃は非涅槃の為に説き、仏性は非仏性の為に説く。

一切衆生、直
じき

下
げ

に顚
てん

倒
どう

の見を回顧すれば、則ち真
しん

正
しよう

顕
けん

現
げん

す。豈
あ

に怪しむべけんや。懇懇として衆生を憐れむ

大悲の念、広大なるが故に、娑羅の色は変じ、恒河の水は乾く。八万四千五十二類は虚空を仰ぎ、痛く悲しみ
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て大地に投ず。嗚
あ

呼
あ

、化
け

は潼
たか

く遠ならんや。既に三千年に垂
なんなん

とす。宜
むべ

なるかな、三歳の孩児も亦
ま

た涅槃の画像

を看
み

れば、便ち合掌して哀歎するなり。大いに奇なるかな、帰
き

仏
ぶつ

依
え

法
ほう

の一念力、虚空の尽くること有るも、而

れども其の功徳、竭
つ

くべからず、消ゆべからず、洪
おお

いに福を植ゆる者なり。茲に江府下新橋、丸屋福岡氏、画

工をして新たに涅槃大像を彩らしめ背表もて荘厳し了
おわ

り、之れを瑞雲山天龍精舎に寄附す。先
せん

祖
ぞ

考
こう

妣
ひ

等の報地

を薦
せん

修
しゆ

し、子孫の幸栄を希
け

望
もう

せる其の志、最も篤し。是を以て其の実意を記し、常什に鎮む〈爾
し

か云う〉。〕

施主家江府新橋　　　　　　　　

丸屋福岡八兵衛（黒印）

皇都四条通柳馬場　　　　　　　

天下和順、国土安穏、為有縁無縁三界万霊等菩提也。 画師望月斎富文（朱印）

皇都東洞院二条上所表具師　　　

宝暦十三星舎癸未 山寿軒津田主膳（朱印）

春二月十五日

見天龍十一代

大啓叟謹置焉

（朱印）（朱印）

（駒澤大学所蔵　涅槃図背票下段部、〔　〕内訓読は稿者）

背票下段部末尾の識語から、涅槃図の施主は江戸新橋の丸屋福岡八兵衛によって宝暦13年に天龍寺に寄贈され、天龍

寺の常什物となったもので、画師は京都四条通柳馬場の望月斎富文、表具師が京都東洞院二条上所の山寿軒津田主膳で

あったことが知られる。大啓がしたためた本文に目を移すと、冒頭では我見に代表される誤った見解（顚倒）を離れた

なら、真理の世界が顕現することを説き、それは迷える衆生を憐れむ釈尊の大悲の念に依拠することが説かれる（24）。

釈尊の身体が滅すること（入滅）を涅槃と言い、その場面を描いたものを涅槃図と呼ぶわけであるが、身体の滅とは他

ならぬ釈尊の死を指す。日本で描かれた涅槃図を見れば、一様に横臥して入滅した釈尊を囲繞する阿羅漢・諸菩薩・鬼

神・動物らが悲嘆にくれる様子が描かれるが、これは、成道して以来、入滅に至るまで説法を続け、大悲の念によって

衆生を導き、済度し続けてきた釈尊の死がどれほどの悲しみと衝撃を与えたのかを表象したものと言える。そのような

場面を描いた涅槃図は、たとえ読み書きのできない三歳の幼児が見たとしても、合掌して哀嘆するほどの迫力をもって

おり、これが涅槃図の功徳であるとされる。そして、この功徳は、釈尊（仏）や釈尊の説いた教え（法）に帰依するな

らば、たとえ世界が滅びようとも、決して尽きることはないと大啓は述べている。

続いて、明治16年に著された背票上段部を見てみよう。

　　曹洞宗大学林什物

妙経ニ彩画作仏像ノ百福荘厳ノ相ヲ自ラ作シ若便人皆已成仏道ト示シ玉ヘリ。既ニ仏像ヲ彫刻シ或ハ彩画スルコト

自ラ作シ、人ヲシテ使シムルモ其功徳ノ深且大ナルコトハ仏説此ノ如ク昭昭タリ。中ニ就テ大涅槃殊特ノ尊像ハ啻

ニ示寂現座ノ利益ヲ表スルノミナラズ、末代ノ法孫、未来ノ衆生ヲシテ拝信欣慕ノ念ヲ生セシムル不朽ノ垂範ナリ。

今我ガ大学林講堂新タニ落慶シ、之ガ仏具什器ニ至リテハ末派ノ住侶、十方ノ檀越競テ勧募ニ応ジ、一モ具備セザ

ルナシ。唯大涅槃像ノ一軸ノミ直チニ奉請スルヲ得ズ、寄附主モ未ダ当機ナシ。欠典ト謂フベシ頃、日本府品川駅

天龍寺檀頭太田仁兵衛、横浜同苗治兵衛ノ両氏、之ヲ欠ヲ備ンコトエヲ謀リシニ、因ニ他家ニ古軸ノ大ナル者アル

ヲ聞知シ、之ヲ購フテ寄進セラレタリ。太田氏曰、初メ此軸背ヲ見ルニ我ガ香花院、天龍寺什具ノ証アツテ及ビ施

主其功徳ヲ著スルモノ顕然タリ。聞ク所ニ拠ルニ故アツテ数十年ノ先キ、他ノ有トナリ蔵中ノ滞貨クルコト久シト。

今ヤ我等彼ト檀寺ヲ同ジクス。幸ニ之ヲ購フテ得ルモノ、豈ニ小縁ナランヤ。之レ由リ原因ニ溯リ、香花院ニ納附
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セント欲スルモ、大軸ニシテ今ノ堂宇ニ拾当セズ、況ンヤ爾後小軸ト雖モ該寺ニ備ル者アリ、之ヲ以今之ヲ転ジテ

学林ニ寄附シ、其欠ヲ補充セント欲セリ。蓋シ此宿因ヲ転ジテ今ノ良縁ニ遇スル者乎。希クハ裱背ニ天龍什具ノ証

及旧施主ノ名義アル者之ヲ消セズシテ故ラニ不朽ニ存センコト是我等ノ本志ナリト。嗚呼、其志意ノ私ナキ真ニ喜

捨タルヲ知ルニ足ル。彼ノ自ラ作シ人ヲ作サシムルモ所謂仏種従縁起ト示シ玉フ者其信ナル哉。

維時明治十六年七月十五日誌

　宗局詰監院

　　辻顕高

　（朱印）（朱印）

　施主　品川駅

　　太田仁兵衛

　同　　横浜港

　　太田治兵衛

（駒澤大学所蔵　涅槃図背票上段部）

背票上段部によれば、曹洞宗大学林の落慶に向けて、荘厳具や什物については各方面より寄附を受けることが出来た

が、涅槃図だけは寄附を受けることが出来なかった。これを聞いた太田仁兵衛・治兵衛らが某家の所蔵するところとなっ

ていた本涅槃図を購入し、曹洞宗大学林に寄贈したとされる。購入した太田氏が背票を見ると、この涅槃図は、もとも

とは自分たちの菩提寺である天龍寺の什物であった。聞くところによれば、数十年前すなわち江戸末期に何らかの事情

で天龍寺を離れることになったようである。涅槃図を所蔵していた某家も自分たちと同じく天龍寺を菩提寺としており、

これを購入することが叶ったことは何かの縁があるということで、まずは本来の所蔵先である天龍寺に納付しようとし

たが、天龍寺の堂宇にとってはあまりに大きく、また、すでに手放した本涅槃図に代わる新たな涅槃図がそなえられて

いた。そこで、この涅槃図を曹洞宗大学林に寄附することになったとされる。太田父子は、背票を新たに作り直すこと

をせず、かつて天龍寺什物であった証左となり、本来の施主が今後も分かるように背票（下段部）を保存することを希

望したため、辻は背票余白の上段部にあらたな背票をしたためたとされる（25）。太田家の菩提寺であった天龍寺は、太

田屋が存した北品川宿から至近距離にある（26）。

次に治兵衛の名が見出されるのは、昌林寺に存する久我環渓（永平寺第61世、絶学天真禅師）の三回忌を記念して明治

20年に建立された法華塔の周旋人としてである。この法華塔は環渓の遺命をうけ、宗像志徹が発願主となって建立した

ものである。法華塔基壇右側に周旋人の氏名が刻まれており、そこに仁兵衛・治兵衛親子の名が見出される（27）。

このように、治兵衛による初期の曹洞宗大学林・昌林寺への寄進行為は、いずれも東京で父親の仁兵衛とともに行っ

ている。曹洞宗大学林は宗門が直轄して運営する教育機関で、もう一方の昌林寺は、曹洞宗の大本山である永平寺貫首

を務めた環渓示寂の地であり、両者とも宗門の代表的な機関・寺院と言えるが、仁兵衛の代からこれらの機関・寺院と

の交流を持っていたものと推測されよう。

これ以後、治兵衛は横浜の地で西有寺開創のために土地を寄進し、能登より横浜に移転した大本山總持寺の信徒総代

などを務めていく。

西有寺開創以前、治兵衛は玉田仁齢（1850～1926）が住職を務める秋葉山万徳寺（横浜市西区宮崎町）檀徒総代となっ

ている（日比野1917、11頁・『横浜市史稿』仏寺編、513頁）。万徳寺は、もともと明治11年に設立された曹洞宗の布教所であっ

たが、明治23年、布教所開基の小林令愚（？～1890）の後任として仁齢が入り、後に遠州山名郡国本村（静岡県袋井市）

万徳寺の寺籍を移して、明治25年に開創した寺院である。仁齢は西有穆山（總持寺独住 3世、直心浄国禅師、1821～1910）

の孫弟子に当たり、明治10年から足かけ11年の間、可睡斎（袋井市）において穆山の巾瓶に侍した（28）。万徳寺開創の翌

26年、仁齢は穆山を伝法開山に勧請し、自らは二世となった。治兵衛は総代を務めていることから、万徳寺開創にあたっ
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て何らかの資金援助を行ったものと考えられる。仁齢との交流を通して穆山との知

遇を得て、後の西有寺開創へとつながっていくと見てよいだろう。

少し話が前後するが、仁齢が万徳寺の前身である布教所に入ったのは、あくまで

布教所経営を改善するためであって、新たに寺院を建立するためではなかった。そ

れにもかかわらず、布教所を一寺院にまで規模を拡大するに至ったのは、仁齢自身

に相当な資金調達能力があったことによるものと思われる。仁齢は布教所に入る以

前、礎石を残すばかりとなっていた積名寺（袋井市）を再興しており、この事例か

らも勧化に長けた人であったことが知られる（29）。また、仁齢の随身を務めた岩井

達道が、新寺建立事業をその使命としていたと述懐している点も、この推測を補強

するものであろう（30）。

穆山が万徳寺の伝法開山に勧請されたことにより、横浜での巡教が開始され、治

兵衛をはじめ多くの檀徒が穆山に帰依した。次第に万徳寺の堂宇では狭隘に過ぎる

という声が上がりはじめ、その頃、治兵衛は、母親の隠棲地として中村町（中区大平町）に1200坪の土地を購入したが、

塋域に近接していたため、寺院を建立しようという本願を発し、明治29年 9 月、穆山にその土地を寄進した。寄進が実

行される背景には仁齢の奔走があったとされるように、治兵衛の西有寺境内地寄進を促す要因には、穆山への帰依とと

もに、仁齢の万徳寺に次ぐ新寺建立への情熱も存したと考えられる。その後、多くの浄財が集まり、ついに明治33年 3

月26日、穆山を迎えて開堂式が挙行された。当初は万徳寺別院と称していたが、明治34年 1 月19日、中郡二宮村（中郡

二宮町）に存した光明山善光寺の寺籍を移し、翌35年 2 月12日に、正式な寺院へ認可されたことをうけて光明山西有寺

に改称した。西有寺の開基となった治兵衛は檀家総代となっている（31）。

西有寺開堂式の翌年、穆山は總持寺独住第 3世として總持寺（当時石川県櫛比村）へ昇住するが、当時の總持寺は明治

31年 4 月13日に法堂より起こった火災によって伽藍の大部分が烏有に帰しており、復興の途上にあった。しかし、資金

難や日露戦争などの影響によって、思うように再建は進まないまま、穆山は明治38年、退董する。穆山の後董となった

のは石川素童（總持寺独住 4世、大円玄致禅師、1842～1920）であった。素童が就任してからは日露戦争の終結なども手伝っ

て停滞していた再建事業は再び活発化していくが、最終的に總持寺は橘
たち

樹
ばな

郡
ぐん

生
う

見
み

尾
お

村
むら

鶴
つる

見
み

（現横浜市鶴見区）への移転を

選択し、明治44年11月 5 日、移転遷祖式が修行される（32）。

能登から鶴見への移転決定後、再建寄附金の募集が開始されたが、充分な寄附が得られず、明治45年（大正元年）に

は再建金募集の延長願を提出しているが、この延長願にも總持寺信徒総代として治兵衛の名が見出される。

　　寄附金募集延期許可ニ付御届

　　　　　　　神奈川県橘樹郡生見尾村

　　　　　　　　　　　　曹洞宗大本山總持寺

当寺諸殿堂再建寄附金募集ニ付、去明治四十年五月廿八日附内務大臣ヨリ満五ヶ年ノ期間ヲ以テ許可ヲ蒙リ、爾来

勧募ニ従事罷在候処、該寄附金募集成績ハ予期ノ効果ヲ収ムル能ハズ、依テ更ニ別紙願書ノ通リ満五ヶ年間ノ延期

ヲ出願シ、本月十日附宗第六一六号ヲ以テ内務大臣ヨリ許可相成候条、此段及御届候也。

追テ曩キニ貴庁ヨリ御認可ヲ得候　寄附募集員ノ儀ハ、本宗末派寺院住職ニシテ其所属檀信徒ニ就キ、浄財募集ニ

次第ニ有之、今後共継続従事セシムベク候間此段申添候也。

　明治四十五年五月二十五日

　　　　　右　曹洞宗大本山總持寺住職

　　　　　　　　　　　　　　　　石　川　素　童

　　　　　　　東京市京橋区山城町四番地
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　　　　　　　　　　　信徒総代　森　岡　　　真

　　　　　　　東京市京橋区銀座四丁目十五番地

　　　　　　　　　　　同　　　　林　　　兼吉郎

　　　　　　　東京市芝区西久保桜川町十一番地

　　　　　　　　　　　同　　　　桂　　　二　郎

　　　　　　　横浜市姿見町二丁目五十六番地

　　　　　　　　　　　同　　　　太　田　治兵衛

（松山1974、76～77頁）

これは、万徳寺・西有寺の両寺への経済的な協力が評価され、總持寺移転の際に素童から総代を依頼されたものであ

ろうか（33）。治兵衛が總持寺の信徒総代になった経緯は判然としないが、彼が總持寺に対しても惜しみない経済的援助

を行っていたと推測される資料が存する。昭和 3年の杉本道山（總持寺独住第 6世、真応誠諦禅師、1847～1929）入山式の

差定を見てみよう。

　　二月二十五日

一、朝課罷跳龍室ニ於テ本山役寮朝参ノ茶席常ノ如シ

一、午前九時　猊下ハ監院ノ先導ニテ自動車ニ乗シ左記ノ各氏ヲ往訪御挨拶アラセラル

一、神奈川県知事　　池田宏殿

一、横浜市長　　　有吉忠一殿

一、貴族院議員　　上部清助殿

一、檀徒総代　　　小野哲郎殿

一、同　　　　　　田中新七殿

一、同　　　　　　太田治兵衛殿

（松山1974、905頁）

この差定は、道山が總持寺で入山式を執行した際のものであるが、役寮朝参が終わった後、午前九時より行われた挨

拶回りで訪れた人の中に治兵衛が含まれている。治兵衛は大正11年に逝去しているので、これは治兵衛ではなく、息子

の健司を訪問したものと思われるが、總持寺住持が自ら就任の挨拶に出向くというのは、生前、治兵衛が対して總持寺

に対して行った寄附をはじめとする経済的援助が相当なものであったことを物語っているであろう。

5 、太田治兵衛の思索─『般若心経』から見出した信条と報本反始の実践理論─
前節において、治兵衛の曹洞宗に対する意欲的な寄附・寄進行為のあらましを検討してきたが、かかる行為の背景に

は、いかなる思索があったのであろうか。大正 4年、治兵衛がものした「余が発見した処世の大信条」というエッセイ

が存する。先に見た通り、この時期は市会議員・市参事会員・商業会議所議員を兼任しており、彼の政治活動の円熟期

に当たる。このエッセイは表題が示す通り、治兵衛の処世術における信条が開陳されているが、彼が見出した処世の大

信条を予め示しておくならば、「万事に対して誠心誠意にもとづいた無私なる態度で臨む」となる。以下においては、

彼がいかにしてこのような信条を見出し、彼が実際にとった行動の推進力となっていったのかを考察したい。まず、注

目しておきたいのは、彼の信条は経典の一節から見出されたものであったということである。

曾て『心経』を読むに当って、文中「不虚真実」の一句あるを発見し、覚へず豁然として恰も大悟徹底したかのや
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うにも思ひ、且幾年の間彷徨った真闇の海より、光明の境に到達したかのやうに思って、此一句が実に千鈞の力の

あるやうな心地になって来た。不虚真実と云へば、語は簡単ではあるものゝ、人間処世の要訓は、実は此一句に包

含されて居はしないかと思はれた程、重味を感じたものである。……造次顚沛にも真実を以てして決して事を虚し

うせず、所謂、人間万事至誠に基いて徹底しないものは一としてない。……即ち人間万事総て誠意誠心に基くとい

ふが、余が仏教より得た一種処世上の要訣であり、信条であり、教訓と云ふのである（太田1915、36頁、以下、本論

からの引用は頁数のみを記す）。

上に挙げた通り、治兵衛は「真実不虚」（真実にして虚しからず、本文中では「不虚真実」）という『般若心経』の一節から、

処世の要訣を得たとする。「真実不虚」とは「全くの真実であって虚妄なところがない」といったほどの意味であるが、

『般若心経』の文脈に即せば、三世（過去・現在・未来）の諸仏が、みな般若の智慧によって悟りを成就したように、般

若の智慧には一切の苦を除く力があり、真実であって虚妄ではない、ということになる（34）。ただし、治兵衛はこのよ

うな意味で「真実不虚」を理解したのではなく、どちらかと言うと、「真実不虚」の文字通りに、すなわち、「真実を以

てして決して事を虚しうせず」と理解したようである。それは、「人間万事総て誠意誠心に基く」という態度であった。

彼自身も、「至極簡単ではあるものゝ」（36頁）と述べる通り、かかる姿勢は、一般的な道徳観念などに照らしてみても

倫理規範の域を出ない当然のことであるかもしれないが、得てして当たり前のことが出来ないのが人間である。日常生

活において、なすべき当たり前のことをせず、それに気づかず悩み苦しむ人々に対して、当たり前のことを実行する重

要性を説いたのもまた仏教であった（35）。

治兵衛が「真実不虚」の信条を経文から得たのは、決して偶然ではない。ここで、彼が信条を見出すに至る信仰遍歴

を確認しておこう。

彼は幼少期より仏教を信仰いたようであるが、彼の信仰は「迷信から入った」（37頁）とされる。治兵衛は家業が質

屋だったこともあり、放浪武士や野武士といった類が太田屋に訪れ、かなり無茶な借り入れの注文をしてきたようで、

武人万能の世は実に町人の苦しい、百姓の頭のあがらない時代で、吾々も其苦い生活を送つてゐたのであるが、此

際幼な心に抱いた一種の恐怖心は、世に所謂苦しい時の神頼みで、信心をするといふ一の迷信が何処からともなく

湧いて来た（37頁）。

と述懐している。その後、彼の信仰は悟境への憧れへと変化していく。多年にわたって仏書に親しみ、高僧とも接した

ようであるが、「難解のものゝみで、吾々素人の到底及ぶべき所でない」（35頁）と気づき、「死に対する最後の安心立

命といふでなくして、実に現在的処世の上に立つ安心」（同前）を求めるようになる。ややもすれば、純粋な宗教的理

想を放棄したかにも見受けられるが、あくまでも、「怎うかして仏教に依つて安心の境を発見したい」（同前）という意

識を保持している。当初、治兵衛が仏教に求めた理想とは、まさに出家者が追究するそれであり、在俗の立場にあって、

そのような理想的境涯を求めることが困難であったことは容易に想像できる。しかしながら、彼が出家者的理想を希求

することから転じて、日々の生業に立脚した場における安心を求めたという点をもって、思想的な退歩と理解すべきで

はない。むしろ、現実的な視点から宗教への救済を求めたということは、現実の生活に即応した形で、いかに宗教と対

峙すべきかという切実な問題に対して、彼なりの解答を見出そうとしたものと解されてよい。宗教の存在意義が、現実

の苦悩から解放され、無苦安穏の理想の境地を得させるものである限り、それは出家者のみのものにはなり得ないはず

である。

また、彼は祖先尊崇の念も旺盛であったようで、「祖先尊崇の誠意」（36頁）から、先祖供養のために読経することが

日課となっており、この過程で「真実不虚」の経文に出会い、ついに「現在的処世の上に立つ安心」を実現したのであ

る。
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「真実不虚」の態度で万事に臨むという彼の信条は、決して自身のみに適用されるものではなく、「真実虚ならずと

の意義は之を推広するに及んで何ものにも適応せざる所なく」（36頁）とか、「（真実不虚の）誠意は何物にも応用せられ

て又其嚮ふ所は何物をも畏るゝものがない」（同前）と言われるほどの汎用性を有するものであった。そして、この信

条を実業界や一般社会に敷衍して次のように述べる。

実業界に立廻はつて事を為さんとするものに在りては、此至誠一貫真実虚ならずというが、極めて必要なことであ

るし、一般社会に在りては実に人性の軽浮を戒むる一大教訓である（36～37頁）。

すなわち、治兵衛は自身の信条を、きわめて公共性の高い普遍的なものと考えていたことが推察される。

公共性という観点から考えてみると、幼少期において抱いた、神頼みに近い仏教への信仰は、あくまでも個人の救済

という私的なものである。だからこそ、彼は「迷信」という消極的な語をもって幼少期の信仰を告白したのであろう。

次いで、彼が抱いた悟境への憧れというのも、恐らくは、「自分が悟りを得る」という意識のもとでなされた私的なも

のであっただろう。しかし、彼の日課であった日々の読経は、「祖先尊崇の誠意」から行われていたものであり、それ

までとは指向するところが異なっている。治兵衛は、「誠意」という語を、「来客があつて一碗の茶を侑むるにも誠意の

流露」（36頁）、「夏日の炎威に一扇の風を送るのにも誠意の流露」（同前）という風に用いる点から考慮すれば、「私意を

差し挟まない誠意一辺倒の姿勢で臨む」といった非常に強い意味合いで「誠意」の語を用いていることが知られる。し

たがって、彼が日課として行った読経とは、祖先という他者を尊崇する誠意の一心に基づいた行為、すなわち、一切の

私意をはさまない営為から、彼の信条は見出されたと考えて問題ないだろう。つまり、治兵衛の思索は、私的なものか

ら公共的なものへと進展を見せたのである。「真実を以てして決して事を虚しうせず」とは私的利益を求めない無私の

立場を表詮した言辞に他ならない（36）。

そして、かかる無私の立場を、より一般化させたものが、彼の「報本反始」（35頁）という主張である。治兵衛によ

れば、報本反始（本に報い始めに反
かえ

る）（37）とは、それぞれの家族が、一家の祖先を崇拝するという精神から、家族とい

う領域を越えて、国民的・地域的に共通の祖先を崇拝する、すなわち、「狭義より広義に、私的より公的に」（34頁）発

展させていくことであり、それによって、最終的に「国体美」（33頁）が形成されるとされる（38）。「家の先祖」は一定範

囲の生活共同者たちのみにとっての先祖であり、その意味では私的な存在である。一方、国民・地域に共通する祖先は、

家族の祖先に比すれば公的な存在である。このような公的な祖先を崇拝し、その恩に報いるために行動をとること、つ

まり、無私の心持ちで公的な利益を目指すことが、国体美形成への重要な要件になる。すなわち、報本反始とは、彼が

私的生活の中から見出した、「真実を以てして決して事を虚しうせず」という私的な信条から、さらなる公共性の摘出

を目指し、社会実践の行動原理として導き出されたものであった言えるのである。

ところで、上に見た国体への言及は、彼が国家主義論者、あるいは国粋主義者ではないかという誤解を招きかねない

が、彼は決してそうではない。当時の「露国傷病兵療養所は横浜本牧岬か」と題した新聞記事には、

日本在留の露国婦人達が、母国の戦士を後援する目的で、風光明媚な日本の地に傷病兵を設け、慰安し度いと御尽

力して居られる雄々しい計画は兼て記した通りでありますが、その後、これに用ゐる敷地はどこがよからうとの事

に、初め東京府下の亀井戸へと云ふ話もありましたが、あすこは交通も不便であり、その上健康地であるとは申さ

れませぬので、沙汰やみとなり、なかなか適当の場所が見当らなかつたのです。処が横浜市の市参事会員太田治兵

衛氏は、この消息を聞かれて、御自分の土地の静養地に適応しいものがあるのを幸い、本牧一ノ谷から二ノ谷へ掛

けた三千五百坪磯子町海岸の四千五百坪の中、どちらでも御好きな方を使って戴きたい、健康地としては決して恥

かしいものではないでせうからと、安藤横浜市長迄申出でられ、向ふ三ヶ年は無料でお貸してもよいと申すのです。

安藤市長は、五月卅日、早速此趣を露国大使クレペンスキー氏に伝へられ、大使は此場合その志を非常に感謝せら
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れ、何れ相談の上、御願いを致したい旨御返事があつたさうです（「読売新聞」大正 6年 6月 1日朝刊、よみうり婦人附録）。

とある通り、彼が求めたのはあくまで公的な利益であり、国家主義とか排他性を帯びたものではない。むしろ、このよ

うな事例は、彼が報本反始の精神に則ってとった行動の好個の例であるといえよう（39）。

報本反始を仏教徒の場合に当てはめてみると、仏教における公的な祖先とは、釈尊や、祖師などに当たるであろうが、

寺院の建立や浄財の寄附は、これらに報いるものとなる。もちろん、幼少期より親しんだ仏教への親近感などの理由も

存したとは思われるが、彼の寄進活動を後押ししたのは、無私の立場に裏打ちされた、公的利益（仏教の隆盛）を指向

する報本反始という思索があったといえよう。

6 、小結
以上、治兵衛の生涯にわたる活動を跡づけ、その活動の背景となった彼の思索について論じてきた。やや雑駁になっ

てしまったので、簡単にまとめておきたい。

治兵衛は幼少期より仏教への信仰を持っており、次第に悟境への憧憬を抱くようになるが、挫折に終わる。その後、

彼が仏教に求めたものは、開悟や解脱といった理想的境地ではなく、日常生活に立脚した上での精神の安寧であった（40）。

その中で、彼の思索は、私的から公的（無私）へという方向へと舵を切っていく。まずもって導き出されたものは、『般

若心経』の「真実不虚」という経文から見出された、「万事に対して誠心誠意にもとづいた無私なる態度で臨む」とい

う処世の上での信条であり、この信条によって彼は安心を得たとする。この信条を、より普遍化して社会実践における

行動原理へと適用したのが、「報本反始」という主張である。

では、安心の境地を見出したのが、いつのことであったのか。治兵衛は詳しく述べることをしていないため、不明で

あると言わざるを得ないが、今は、彼が交流を持った久我環渓・玉田仁齢・西有穆山・石川素童といった曹洞宗僧侶ら

との交流の中で、次第に醸成されていったものと見ておきたい。

いずれにせよ、彼が行った曹洞宗門への寄進・経済的援助は、彼が仏教徒である限りにおいて、公的な意義を持つも

のだったのであり、彼の報本反始という行動原理からすれば、ある意味では、自身が行うべきことを行うべくして行っ

たということができよう。また、彼の報本反始に基づく行動は、政治活動においても見出すことができた。

治兵衛の事例は、近代の在俗者が、在俗の立場で実現可能な仏教的実践を模索した軌跡の一断面といえるであろうが、

治兵衛の行動が独自のものであったのかどうか、他の近代在俗者の実践と比較考究する必要があるが、この点について

は後考を俟つことにする。

 （よこやま　りゅうけん　鶴見大学仏教文化研究所特任研究員）
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註
（ 1） 小野は絹糸の貿易を生業とし、横浜正金銀行頭取、横浜商業会議所会頭、貴族院議員を歴任し、大谷は製茶業に携わり、横

浜商業会議所会頭、貴族院議員を歴任した。

（ 2） 治兵衛の長男である健司が太田家の13代目とされる（『大正人名辞典』Ⅱ上、151頁）。

（ 3） 渋谷・鈴木ら1982、85～87頁。近世末期の打ちこわしの状況については松本1972・板東1997・亀川1999を参照。

（ 4） 『新編武蔵国風土記稿』は江戸幕府の命により、文化 7年（1810）より調査が開始され、天保元年（1830）に完成・献上さ

れた。

（ 5） 渋谷・鈴木ら1982、641～664頁。治兵衛が営む太田屋の納税額は139円で、横浜市内の納税額第 1位は原善一郎（1892～

1937、原三渓の息子）の店舗（納税額224円）、第 3位は樋口登久次郎が経営する大黒屋（納税額121円）である。

（ 6） 太田倉庫部は『実業之横浜』 7（15）、日比野1917などに紹介されている。

（ 7） 治兵衛が所有していた不動産の全貌については詳らかでないが、稿者が確認することのできた治兵衛の所有地は以下のごと

14

太田治兵衛の思索と行動（横山）

P.14



くである。東京府南品川付近一帯（現東京都品川区、規模不明）、横浜市中村町西有寺境内地（現横浜市中区大平町、2,500坪）、

横浜市本牧一ノ谷・二ノ谷一帯（現横浜市本牧間門・本牧和田近辺、3,500坪）、磯子（現横浜市磯子区、4,500坪）。これら

は治兵衛が所有する不動産の一部と思われるが、これだけを見ても、きわめて広範囲の不動産を所有していたことが分かる

（「朝日新聞」明治44年 9 月 2 日朝刊、『横浜市史稿』仏寺編、「読売新聞」大正 6年 6月 1日朝刊に基づく）。

（ 8） 『横浜市史稿』政治編 3、260～263頁。当時、市会議員の選挙資格は満25歳以上の一戸を構える男子で、 2年以上その市の

市民となり、地租あるいは直接税 2円以上を納めるものとされた。市会議員は三級制とされ、直接市税総額の 3分の 1を納

める最多納税者の組を一級、これに続く 3分の 1を納税する者の組を二級、残余の組を三級に分割して選挙が行われた。た

だし、三級選挙制は実情にそぐわないとされたため、明治44年の法改正によって二級制に改められた（森脇2007、6 ～ 7 頁）。

（ 9） 宮川友篤の辞職をうけての補欠選挙。当選したのは中山新平で、獲得票数は中山67票に対し、治兵衛 3票であった（「朝日

新聞」明治23年 2 月23日朝刊）。『神奈川県史』別編 1  人物では「1890年横浜市会議員に当選し、以来20余年在任した」（161

頁）とされるが、これは誤りである。

（10） 『横浜市会史』 1巻、167頁、「朝日新聞」明治24年 6 月27日朝刊。名誉職参事会員とは、市の執行機関である市参事会の構

成員である。市参事会は市長・助役・名誉職参事会員で構成され、議員の議決をうけて市政の執行に当たった。名誉職参事

会員は市会において、市公民中30歳以上で市会議員選挙権を有するものから選挙して選出された（森脇2007、 6 頁）。

（11） 『横浜市会史』 1巻、177頁・『横浜市会の百年』資料編、194頁。治兵衛は茂木保平（惣兵衛、1827～94）の補欠として当選

した。

（12） この辞任の裏には「ある事情が介在する」との報告がなされたとされる（『横浜市会史』 1巻、193頁）。あるいは、新聞報

道から推測するならば、横浜市会が議決した市長・収入役・助役の給与減額案を、内務省・神奈川県庁が許可しなかったこ

とに起因するものであろうか（「読売新聞」明治26年 7 月26日朝刊）。

（13） 横浜商業会議所は、明治13年に設立された横浜商法会議所を前身とする。全国に存した商法会議所は多数の商工業者から議

員を選出し、商工業全般の利害損失を討議するところで、公共的性格をもっていたが、あくまで商工業者の任意団体であった。

商工業が発展期を迎えると、商法会議所の組織を改革して全商工業者・同業組合・会社を母体とする自主独立の公的団体と

しての新商法会議所を設立しようとする機運が国内で高まったことで設立されたのが商業会議所である（『横浜市史』4巻下、

776頁）。明治23年 9 月、「商業会議所条例」が公布され、明治28年、横浜で商業会議所が設立されるまでの間に、東京・大阪・

京都・神戸・名古屋をはじめ、全国35ヶ所の新しい商業会議所が設立されていた。なぜ公布から商業会議所設立まで 5年も

の時間を要したのかについては、横浜で起こっていた共有物事件のために、貿易商と地主・一般商人に対立が存し、共有物

事件が解決した明治26年以後も、貿易商と地主・一般商人との軋轢がすぐに解けることはなかった等の理由があったとされ

る（前掲書、778～779頁、共有物事件については、『横浜市史稿』政治編 3、326～358頁などに詳しい）。

（14） 商業会議所議員は、定数40名（後、50名に改訂）、任期 4年で、 2年ごとに半数改選であった（『横浜商工会議所年報』20に

よる）。

（15） 明治30年代に治兵衛が商業会議所の議席を失ったのは、彼が属した地主派の勢力が一時的に弱まったためである。当時の横

浜市政は商人派と地主派に分裂しており、共有物事件をはじめとする市行政の重要問題をめぐって、激しく対立していた。

地主派は市制導入以後、常に主流の地位を占めてきたが、明治30年代に入ると、地主派の醜聞が市民の批判を招くことになり、

明治34年10月の商業会議所議員選挙、11月の県会議員選挙において地主派は商人派に大敗を喫している。当時、横浜は大阪・

神戸にくらべて、政治的・経済的に大きく立ち遅れているといわれており、とくに、神戸と比較すれば、貿易港としての発

展のテンポが著しく遅れていた。この横浜の立ち遅れの原因の一つとして、地主派と商人派の対立による市政の混乱が自覚

され始めたのである。その後、明治35年 1 月に予定された市会議員選挙では、市民から上がった批判をうけて、地主派の中

で中立的位置に立ったグループが、市政の弊をただすべく、商人派との提携をもちかける。この提携に当たったのが、治兵衛・

渡辺福三郎（1855～1934）・木村利右衛門（1834～1919）・戸塚千太郎（1847～1907）らの人々であった。以後、地主派と商

人派は協調路線へと舵を切ることになる。治兵衛は地主派と商人派の統合を目指して設立された横浜市癸卯俱楽部の総務委

員や公和会の規約策定を行っている。とくに、公和会の活動によって、「商業会議所議員に至るまで、選挙の枢軸を此会に

収めて、多年横浜市の進歩を防遮したる朋党闘争の弊は是に一先ず止息する」（『横浜開港五十年史』下、754頁）に至った
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とされる（『横浜市史』64～65、116～119頁、「朝日新聞」明治36年 2 月 6 日朝刊）。

（16） 梅田義信（1848～1902）・志村義路（1843～？）らとともに選出され（『横浜関係新聞記事年表稿』44頁）、最終的には梅田

が市長に裁可された（「読売新聞」明治29年 6 月 5 日朝刊）。

（17） 就任後、瓦斯局拡張事業を横浜電灯会社の戸塚千太郎に妨害されたことにより、　就任から 4ヶ月後の 7月24日に瓦斯局長

および参事会員から退任している。後任は伏島近蔵（1837～1901）であった（『横浜関係新聞記事年表稿』44頁）。

（18） 『横浜市会の百年』資料編、16頁。明治44年 1 月17日に発表された横浜市公告26号では、半数改選に伴い退任する一級選出

議員として治兵衛の名が挙げられているため、明治38年の選挙で当選したことが知られる（『横浜市史稿』政治編 3、279頁）。

この任期中、横浜開港50周年式典（明治41年）が催され、横浜の功労者として朝日新聞に写真が掲載された（ 7月 1日朝刊）。

（19） 明治44年に法改正（ 4月 7日公布、10月 1 日施行）が行われ、従来は市会議員の任期が 6年（ 3年ごとに半数改選）であっ

たのが任期 4年の全部改選となったため（森脇2007、 7 頁）、明治44年の改選から大正 3年改選までの間隔が 4年となって

いる。

（20） 以上の事情は『横浜市史』 5巻上（61～108頁）に詳しい。当時の安藤謙介（1854～1924）横浜市長は、任期最後の市会に

おいて、「此四年の間には数え来れば沢山な宿題、沢山な難問題を皆解決せられました。即ち中央政府に対しては外人の市

税に対する補給を得ること、是は市会の議に依って成ったことであります。又此度の新港に対する英貨公債の利益分配、是

も全く諸君の御尽力に依って斯う云う結果を得た次第であります。其他、水源涵養林の如き、若くは工業招致に付て諸君が

屢々本議場に於てお尽しになった事柄は数え来れば沢山ございます。然るに此四年の間に凡そ横浜の大問題として残されて

居ったものは殆んど皆解決されて居ります。是は即ち諸君が、所謂和気藹然の間に全会一致を以て事に当られた賜ものに外

ならぬと思います」（前掲書、108頁）と謝辞を述べている。

（21） 註19において言及した明治44年の改正市制は、同21年の市制公布後、はじめての全文改正であり、根本的な改正となった。

従前の制度では市の執行機関は合議制の市参事会であったが、これが市長の独任制に切り替わり、市参事会は市会の委任事

項についての副議決機関となった。また、参事会員の選出方法も、30歳以上の選挙権を有する公民中から市会が選挙する方

式から、市会議員の互選へと一変した（『横浜市史』 5巻上、20頁・森脇2007、 7 頁）。かかる参事会員の選出方法の変化に

より、治兵衛は市会議員と参事会員を兼ねるようになったのである。

（22） 『大正人名辞典』Ⅱ上巻、151頁。健司の名は、『大衆人事録』第14版東京篇（帝国秘密探偵社、1942年）まで確認すること

ができる。

（23） 本涅槃図は、駒澤大学にて修行される涅槃会（毎年 2月15日前後）において現在も用いられている。涅槃会法要が修行され

た後、涅槃図は駒澤大学禅文化歴史博物館（以下、禅文化歴史博物館と略称）へ移動され、涅槃会法要翌日から 2週間程度

の間、特別公開される。また、香炉については、平成19年 4 月までは駒澤大学の学寮である竹友寮（当時大学内）に所蔵さ

れていたが、竹友寮が学内から世田谷区深沢の校地へ移転する際に、禅文化歴史博物館に収蔵されることとなった。学内に

存した旧竹友寮から移設された資料群は、禅文化歴史博物館において、「旧竹友寮所蔵資料」として一括保管されている。

旧竹友寮所蔵資料については横山2018に詳しい。この香炉も涅槃図の公開にあわせて禅文化歴史博物館において陳列される。

なお、旧竹友寮所蔵資料中には、涅槃図などが寄附された 3ヶ月後の10月15日に寄贈された「三界万霊等」の位牌が存し、

位牌背面には、「品川北馬場太田心月院」（資料番号：竹-仏-A-03）と銘記されている。確証はないが、太田心月院は、仁兵

衛を指すものと推測される。明治16年の時点では治兵衛は横浜に居住しているからである。

（24） 我見とは、永遠に変わらない主体や実体（我＝ātman）があるという誤った考え。仏教では、たとえば「諸法無我」と言わ

れるように、無我（永遠不変の主体がないこと）を標榜し、あらゆる存在は相互に依存しあう無常・無我なる存在であると

いう縁起的世界観の立場に立つ。また、背票冒頭の「我見の魔党は必ず仏弟子に非ず、涅槃は非涅槃の為に説き、仏性は非

仏性の為に説く」は曇無讖訳『大般涅槃経』（北本）巻37「迦葉菩薩品」に「仏言、善男子、為非涅槃名為涅槃、為非如来

名為如来、為非仏性名為仏性。云何名為非涅槃耶。所謂一切煩悩有為之法、為破如是有為煩悩、是名涅槃。非如来者、謂一

闡提至辟支仏、為破如是一闡提等至辟支仏、是名如来。非仏性者、所謂一切牆壁・瓦石・無情之物、離如是等無情之物、是

名仏性。善男子、一切世間、無非虚空對於虚空」（『大正新脩大蔵経』12、374a）とある部分の変奏であろう。

（25） 背票上段部冒頭の『妙法蓮華経』の引用は、「方便品」偈頌からの引用で、該当箇所には「彩画作仏像、百福荘厳相、自作
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若使人、皆已成仏道」（『大正蔵』 9、 9 a）とある。背票下段部において、大啓が『大般涅槃経』を教証としたのに和する

形で、辻は『妙法蓮華経』を教証として引用したと考えられよう。

（26） 『新編武蔵国風土記稿』巻54「荏原郡十六品川領」には、「天龍寺　除地六段二畝四歩　大龍寺の南隣なり、瑞雲山と号す。

禅宗曹洞派駿河国有度郡大谷村大正寺末、開基は越前宰相忠昌卿母堂清涼院殿なり。寛永十七年七月二十七日逝去、開山は

一庭永見、慶長十八年十二月三日寂す。寺僧云、下谷天龍寺は昔此寺の出張所なり。其故は品川より御城迄程遠をもて、下

谷に於て一寺を建、住僧其所に居、召に従て登営せり。故に彼寺も天龍寺と名付されば、あながち本寺ならねども、後は下

谷天龍寺住職替る毎に、当寺より其人を撰で公に願ひ奉り、許を得て本寺に達すと云、下谷天龍寺の伝に、天正九年、永見、

品川の天龍寺を創建せしが東照宮御時二世嶺育に寄依し給ひ、しばしば召れて拝謁す。老僧遠路の往来に堪ず、御城近辺に

て寺地を賜ん事を願上、慶長十五年湯島にて替賜り、元地は無住にひとしかりしを、国府台総寧寺哲尊在府の時宿寺とし、

後遂に其弟子宝鈯して住せしむ。後転じて今の地に移れりと云、斯両寺の伝区々なれば、今姑く並べ記せり。本尊釈迦坐像

長七寸、客殿八間に六間半」（『新編武蔵国風土記稿』 3、54頁）とある。

（27） 郡司1983、514頁。本法華塔には、祖禅眉柏（環渓の法嗣）が記した銘文が存する（郡司1983、カラーグラビア 3頁）。

（28） 布教所に入ったのは穆山の命であったとされる（森田1910、770頁）。法の系譜は、西有穆山─昶庵慧暁─玉田仁齢（『曹洞

宗全書』大系譜による）となる。

（29） あくまで、玉田を横浜へ派遣した理由は「横浜野毛道了殿（布教所）の恢復」（森田1910、770頁）であった。また、積名寺

での尽力ぶりは「拮据経営」（森田前掲書、770頁）と評価されている。

（30） 岩井は「私が老師の随身中の所感は沢山あるが、老師は禅定家でもなければ学者肌の人でもなく又布教師や政治家でもない

宗門の事業家である。……老師は西有禅師の孫弟子にて若年の頃より禅師の巾瓶に侍り聞法したが自己の長所即ち使命とす

るところは新寺建設事業であった」（岩井1926、 7 頁）と述べている。穆山は玉田の新寺建立の志を賞して、「細くとも　た

へずなかるゝ　いは清水　終には海の　波となるらめ」（岩井前掲書、 7頁）という歌を贈っている。

（31） 以上の経緯は、森田1910、770～771頁・日比野1917、 5 頁・『横浜市史稿』仏寺編、513～514頁・吉田1976、238頁による。

なお、吉田1976には「穆山師は、京浜間を巡教中に、横浜市の財界の太田治兵衛さんに、「新しい寺を建てたら行ってやる」

という口約束をしていたのであります。ところが、太田氏は鎌倉にあった光明寺の本堂を買い求めて、中区大平町を卜して

一寺を建立し穆山師を開山として拝請したのであります」（161頁）とあり、治兵衛と穆山との間で、治兵衛が新たに伽藍を

建立したならば、横浜へ行くという口約束があったとされ、興味深い。ところで、『禅学大辞典』における「西有寺」の項

目では、「開創は明治33年。すでに穆山は総持寺を退隠して島田町に住していたが、横浜の豪商、太田治兵衛の切なる願い

を入れて寺を開いた」（379頁）とされ、西有寺の開創が穆山の總持寺退董後とされるが、穆山が總持寺第 3世となるのは明

治34年であり（『宗報』102号、 1頁）、西有寺開創後のことである。

（32） 總持寺の鶴見移転は、地元の大きな反対運動にあうなど、紆余曲折を経て実行された。この経緯については納冨2011、『新

修門前町史』参照。

（33） 大正元年11月 1 日より 7日にかけて西有寺では授戒会が修行された（戒師：石川素童、教授師：織田雪巌〈1843～1916〉、

引請師：秋野孝道〈1858～1934〉）。 7日の完戒上堂後、治兵衛は素童を西有寺から總持寺まで送り届けており（『宗報』387号、

12～13頁）、両者の親密な様子がうかがわれる。

（34） 「三世諸仏依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多、是大神咒、是大明咒、是無上咒、是無等等咒、

能除一切苦真実不虚」（大正蔵 8、848c）。

（35） たとえば、『景徳伝灯録』巻 4「鳥窠道林章」における以下の問答を想起すればよい。「又問、如何是仏法大意。師曰、諸悪

莫作、衆善奉行。白（白居易）曰、三歳孩児也解恁麼道。師曰、三歳孩児雖道得、八十老人行不得。白遂作礼〈又た問う、「如

何なるか是れ仏法の大意」。師曰く、「諸
しよ

悪
あく

莫
まく

作
さ

、衆
しゆ

善
ぜん

奉
ぶ

行
ぎよう

」。白曰く、「三歳の孩児も也
ま

た解して恁
か

麼
く

のごとく道
い

えり」。師

曰く、「三歳の孩児は道い得ると雖も、八十の老人も行い得ず」。白、遂
かく

て礼を作す〉」（大正蔵51・230b）。

（36） 無私ということは、「わたしが」とか「わたしのもの」といったような所有意識が存しない状態を指すが、これは、無我（非

我）を標榜する仏教からすれば至極当然のことであり（註24参照）、小稿のテーマである曹洞宗と結びつけるならば、曹洞

宗の開祖である道元（1200～53）や瑩山紹瑾（1264～1325）の思想においても無私ということは重視される。ことに、瑩山は、
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道元に「私なき仏法」を重んじる姿勢を見出し、自らの核心となる思想に取り入れている（横山2017参照）。

（37） 報本反始は、治兵衛の造語ではなく、『礼記』「郊特牲」に見える言葉で、「天地や祖先の恩と功とに報いる」（『大漢和辞典』

3巻、220頁）。『礼記』当該箇所には「唯社、丘乗共粢盛、所以報本反始也」とある。

（38） 国民的・地域的な祖先とは、その地域の英雄・名士などもその範疇に含まれるであろうが、ここで治兵衛が想起している根

源的な祖先とは、天皇および皇室である（太田1915、34頁）。中村牧子によれば、先祖供養が一般的に行われるようになっ

たのは近世以降のことで、主に代々の家長がその家の守護者のように扱われるようになった。後、近代に入り、近代的国家

の成立を見ると、家を統合する祖先を超えて、領域／国土を統合する存在・茫洋とした祖先の位相を体現する人格として、

天皇が崇拝の対象になるとされる（中村1992、164～171頁）。

（39） 他にも、彼が、「君は公共の事に能く力を尽し、苟しくも偏頗を以てせず、其行ふ所其言所着実にして人皆敬服すと、嗚呼

亦名士なる哉」（日々米1894、32～33頁）と評されていることは、彼が、報本反始に基づいた行動を取っていたことの証左

となろう。

（40） 日常底への回帰という趣は、あたかも中国仏教において、階位説や教相判釈による教理的仏教理解への批判運動から実践的

性格の強い禅宗が勃興したことを想起させるが（藤井2011、235～243頁）、治兵衛が曹洞宗の檀徒であったことが何らかの

影響を与えていると考えられよう。
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太田仁兵衛・治兵衛寄贈　涅槃図背面（駒澤大学所蔵）



（附記） 脱稿後、まったくの偶然から、太田治兵衛の末裔に当たる岩尾浩晃氏（治兵衛の玄孫）よりご連絡をいただき、

その後の太田家に関する貴重なご教示を得ることができた。

私は『大衆人事録』などにおいて、治兵衛の長男である健司が「家業に従事せしが大正十二年質商を廃し、専

ら金融業を営む」（昭和 3年版）と紹介されていたため、質屋を完全に廃業したものとばかり考えていた。しかし、

岩尾氏によれば、太田屋は治兵衛が横浜に移住した後も品川の店舗は存続しており、健司が相続したのは品川

太田屋であったそうである。一方の横浜太田屋は、幸（治兵衛の娘）が二代として切盛し、爾後、終戦にいた

るまで、倉庫業とともに事業を継続したとのことである。

その後、戦後のGHQによる財閥解体の対象となり、横浜太田屋・品川の金融業は解体されたとのことで、太

田家としての家業はここに終焉を迎えることとなったのである。

管見の限り、横浜を代表する質屋であった太田屋が、その後いかなる命運をたどったのかということについて

は、自らの能力の限界から杳として知れないままであったため、岩尾氏からご教示を得ることができたのは願っ

てもない僥倖であった。

小稿においては、治兵衛一代の行状とその思索を跡づける試みを行ったが、資料的な制約から不明点も多く、

治兵衛の末裔の方にお話を聞くことができれば、それらの解明に繋がる可能性があろうとも考えたが、果たせ

ぬままになっていた。そのようなところへ、岩尾氏からのご連絡をいただくことができたのであった。

岩尾氏との知遇を得られたことは、治兵衛が与えてくれた勝縁と思わずにはいられない。

貴重なご教示をくださった岩尾氏に対し、ここに記して深甚の謝意を表するものである。（2018年 9 月24日記）
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