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第 112 回 東京都大田区の銅像探索（その１） 

               筆者：林 久治（記載：2020 年１月５日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

私は昨年の 11 月 10 日に東京で銅像探索を行い、108 回の記事/fでは新宿の野村

夫妻像を、109 回の記事/fでは町田の玉川学園の銅像を紹介した。12 月４日は小春

日和であったので、私は東京日比谷公園のルーパロマーナ像などの探索を行い、そ

の探索記を110 回の記事/fに記載した。次に、12 月 24 日に東大農学部で銅像探索を

行い、前回の記事/fでその探索記を記載した。 

2020 年の新年を迎え、私は 1月２日に池上本門寺に初詣に行き、そのついでに大

田区の銅像探索を行った。本稿はその探索記である。なお、本稿においては、資料

の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

 

図１．大田区の鉄道網 
本図は、２）のサイト/lより

借用。 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-108.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-109.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-110.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-111.pdf
http://www.takeda2001.jp/map.html
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（２）大田区の鉄道網 

 私は、1960 年３月に徳島市内の高校を卒業し、同年４月に東京都内の大学に入学

した。それ以来 60 年、私は 23 区内北部に住んでいる。特に、この 40 年間は、23

区の西北の隅にある練馬区大泉学園町に住んでいる。大田区には、羽田空港を除い

ては殆ど行ったことがなく、土地勘が全くない。大田区は東急電車の路線が複雑に

走っているので、私にはそれを乗りこなすのが容易ではない。図１に、その鉄道網

を示す。 

 その中で、都営地下鉄が唯一、西馬込駅まで乗り入れている。私は東京のシルバ

ーパスを持っているので、今回は西馬込駅から大田区に足を運んだ。本稿を、私が

探索した道順で書くと、経路は複雑になるので、説明しやすいように、本稿では次

の順番で紹介する。 

➀池上本門寺→大坊本行寺→沼部駅前の東光寺 

②洗足池畔の御松庵妙福寺→洗足池畔の千束八幡神社→馬込の萬福寺 

その内、➀の紹介を本稿で記載し、②の紹介を次稿で記載する。 

 私が大田区で銅像探索を行った動機は次の通りである。Ⓐ日本の銅像探偵団/のサ

イトに「指名手配銅像」の欄があり、本サイトに未収録の銅像を募集している。Ⓑ

本欄の東京都の項に「池上幸健（東京都大田区大坊本行寺）」が手配されており、

本像の撮影を目指した。Ⓒ本行寺は本門寺の塔頭であり、当地の周辺で本サイトに

未収録の銅像を調査すると、他にも有名な銅像が多数未収録のまま放置されていた。 
 本節の初めに書いたように、私は大田区の土地勘が全く無かった。したがって、

本探索を行うまで、当地に本門寺のような歴史のある大寺院があることさえ、全く

知らなかった。そこで、この正月に本門寺に初詣に行こうと考えた次第である。 

 

図２．池上本門寺と大

坊本行寺へのアクセス

地図 
本図は、３）のサイト/l

より借用。 

都営地下鉄西馬込駅より 

https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/
http://honmonji.jp/outline/keidai.html


 3 

（３）池上本門寺の紹介 

 図２に池上本門寺と大坊本行寺へのアクセス地図を、図３に池上本門寺と大坊本

行寺の境内図を示す。私はシルバーパスを利用して、西馬込駅から東急バス（反

01/反 02 路線）に乗り、本門寺裏で降りて、裏から本門寺に行った。しかし、本稿

では、東急池上線池上駅から当寺への道順を、図３の下に記載する。  

 

 

図３．池上本門寺と大坊本行寺の境内図 本図は、３）のサイト/lより借用。 
 

東急池上線池上駅から池上本門寺への道順 
➀1922 年 10 月 6 日、 池上電気鉄道により蒲田駅 - 池上駅間 (1.8km) 開業。 
②池上駅から総門まで徒歩で約 10 分である。その間の道は分かり難い。電車開業当

時は駅から本門寺が見えたのであろうが、現在は家屋が密集して見えない。駅を総

門前に作った方が便利だと思うが、昔は寺に遠慮して、少し離れた所に駅を定めた

のであろう。 

鶴林殿 

http://honmonji.jp/outline/keidai.html
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③総門を入ると、仁王門までかなり急峻な石段がある（図４の此経難持坂）。 

４）のサイト/lによる本坂の説明は以下の通りである。 

此経難持坂（区指定有形文化財：しきょうなんじざか）総門から境内に上がる雁木坂。こ

の石段は加藤清正の寄進によって造営されたと伝えられ、「法華経」宝塔品偈文（げもん

＝経典中の詩句で書かれた部分）九十六字にちなんで９６段に構築されており、坂名は偈

文の冒頭の４字なのだ。（６）のサイト/l：高低差 25ｍ，平均斜度 24 度） 

なお、図２より、池上会館の内部に坂を回避するエレベーターがあるようである。 

 
図４．本門寺総門と此経難持坂 
 
④此経難持坂（又は女坂）を登ると、右手に巨大な日蓮聖人説教像がある。本像は

大変有名なので、日本の銅像探偵団/のサイトに収録されている。従って、本稿では

本像の写真は表示せず、説明も省略する。本像の紹介は、５）のサイト/mが優れて

いる。ただ、本像は北村西望の作、高さ 3.4ｍの純アルミ製、1983 年 10 月に建立さ

れたことを付記する。 
➄仁王門の右手に五重塔がある（図３参照）。五重塔（重文）は高さ 31.8ｍ。空襲

による焼失をまぬがれた貴重な古建築の 1つで、江戸幕府 2代将軍徳川秀忠の乳母

である岡部局（大姥局）（正心院日幸尼）の発願により、1608 年に建立された。 
⑥４）のサイト/lによれば、五重塔に向かって左手奥、大名墓所の裏に、力道山の

墓・胸像・碑・副碑があるそうである。本胸像も大変有名なので、日本の銅像探偵

団/のサイトに収録されている。従って、今回は本像を見に行かなかった。 

⑦仁王門の正面には、大堂がある。その写真を次ページの図５に示す。ウィキペデ

ィア（池上本門寺）によれば、大堂の概要は次の通りである。 

http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
http://www.sakagakkai.org/profile/list-Tokyo23ku.html
https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/
http://kurosuke969696.web.fc2.com/2000-257ikegamihonnmonnjinitirenn.htm
http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/
https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/


 5 

大堂「祖師」すなわち日蓮を祀ることから「祖師堂」ともいう。旧大堂は、1606 年に加藤

清正が母の七回忌追善供養のため建立したが、1619 年に焼失。1628 年に金 1 万両を用い

てほぼ旧規模に再建された。1710 年再び焼失。1723 年に 8 代将軍徳川吉宗の用材寄進に

より、規模を縮小の上再建された。この 3 代目の大堂は、1945 年 4 月の空襲により焼失。

1964 年、現在の大堂が再建された（鉄筋コンクリート造）。 

 

 

図５．本門寺の大堂 

 

⑧４）のサイト/lによれば、本門寺の建立経緯は次の通りである。 

本門寺は日蓮宗本門寺派の総本山。弘安五年（1282）秋、日蓮上人は病気療養のため身延

山を離れ常陸に向かう途中、池上衛門太夫宗仲の館に立ち寄り、館内（やかたうち）の法

華堂開堂式を執行したといわれ、これが本門寺の起源と伝わっている。その真偽はともか

く上人は十月十三日辰の刻（午前八時頃）大坊本行寺で入滅した。行年 61 歳だった。 

 

（４）大坊本行寺の紹介 

 図３に示す境内図で、本門寺から本行寺に行く途中に大坊坂がある。坂の上に、

「日蓮大聖人御入滅之霊場」との道標が立っていた。その写真を次ページの図６上

に示す。図６下には、大坊坂を下から上に撮影した写真を示す。此経難持坂と大坊

坂の写真より、本門寺が小高い丘の上に建設されたことが分かる。つまり、坂の下

が多摩川の氾濫原で、坂の上が武蔵野台地である。池上宗仲の館は、台地と平野の

境界に位置する見晴らしのよい要地にあったようだ。 

（本文は、７ページに続く。） 

http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
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図６．上：「日蓮大聖人御入滅之霊場」の道標、下：大坊坂。 
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 大坊坂を下ると、右手に本行寺の山門がある。山門を入ると、左手に「鶴林殿」

という建物があり、その向かって左手に胸像があった（図７上）。胸像の説明を後

回しにして、参道を直進すると、正面に本行寺の本殿があった（図７下）。 

 

 

 

図７．上：本行寺の鶴林殿、下：本行寺の本殿。 
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 本殿の前には説明板があり、それには以下のように書かれていた（４）のサイト

/l）。 

東京都指定旧跡 日蓮上人入滅の旧跡 住所 東京都大田区池上２の１０の５ 

標識 昭和１１年３月４日 指定 昭和３０年３月２８日 

日蓮上人（聖人）（１２２２～１２８２）は、日蓮宗の開祖であり、「立正安国論」等の

著作で知られています。日蓮は、文永十一年（１２７４）に鎌倉を去り、甲斐国身延山に

宗教活動の場をうつしていましたが、弘安五年（１２８２）病の悪化により常陸国へ湯治

療養に向かう途中、武蔵国千束郡池上右衛門太夫宗仲の館（現本行寺境内）で示寂しまし

た。なお、病中の日蓮が、身延山を発って池上の地へ至ったのは、法華経を説いた釈尊が

霊鷲山から艮のすなわち北東の方角に当たる純陀の家で入滅した故事にならったという説

もあります。             平成２４年３月建設   東京都教育委員会 

 ４）のサイト/lは本堂について、次のように書いている。 

池上右衛門大夫宗仲が、日蓮入滅の後、その邸を寄進し一寺を建立、長宗山本行寺と称し

た。現在のものは昭和５６年７００年遠忌記念事業として大改築した。 

なお、７）のサイト/8には、日蓮上人入滅の旧跡の説明板やその他多数の写真が収

録されている。 

また、本行寺の HP（８）のサイト/l）には、本行寺の境内案内があり、その中で

「ご臨終の間」の説明が次のように書かれている。 

日蓮宗本山 池上 大坊 本行寺は、日蓮宗の宗祖である日蓮聖人がご入滅（にゅうめ

つ）、すなわちご臨終された地（ご霊場）。「ご臨終の間」は、日蓮聖人がお亡くなりに

なられた池上宗仲公邸の仏間であったお部屋の跡に建てられたお堂です。 

池上家滞在中、すでに重い病にあった日蓮聖人ですが、ご入滅になられるまでの約 1 ヶ

月間、このお部屋で多くの弟子、信者に法華経や立正安国論をご講義なされました。ご講

義の際に日蓮聖人が寄りかかっていたとされる柱の一部は、今でも「ご臨終の間」に置か

れ、触れていただくことができます。 

堂内の中央には、日蓮聖人自ら鏡を見て自刻された「自鏡満願の祖師像」、「池上宗仲

公御夫婦像」などを奉安。ご入滅の当時を今にしのばせています。なお、「ご臨終の間」

は昭和 11 年（1936 年）3 月、東京都の史跡に指定されました。 

 

（５）鶴林殿前に設置された池上幸健像 

次に、鶴林殿前に設置された銅像の説明をする。４）のサイト/lは、鶴林殿を次

のように説明している。 

鶴林殿：山門を入った左手にある。日蓮宗檀信徒の葬儀、法要、また結婚式、お茶会、各

種会合等に広く利用して貰おうと、開基池上宗仲公第７００遠忌事業として建築開業した。 

 鶴林殿前に設置された銅像の写真を、次ページの図８に示す。銅像の台座には

「池上家三十代 池上幸健氏」と刻まれていた。台座の側面には、池上氏の業績を

示す銘板が貼付されていた。そこには「池上宗仲公の後裔である池上幸健氏が斡旋

して、昭和 16 年 10 月 23 日に日蓮宗内の２寺が宝物を交換した」との趣旨が記載さ

れていた。上記の碑文より、「池上幸健氏は池上宗仲公の後裔（三十代当主）で、

昭和 16 年（1941 年）には存命であった」ことが分かる。しかし、幸健氏の経歴に

ついて、それ以外の情報は提示されていなかった。そこで、私は、池上宗仲公と彼

の子孫の経歴を調査した。 

http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
https://4travel.jp/travelogue/11416938
https://www.hongyozi.or.jp/index.html
http://pccwm336.xsrv.jp/sub6.html
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図８．本行寺鶴林殿前に設置された池上幸健氏の胸像 

 

 池上宗仲公と彼の子孫の経歴を調査した結果を以下に示す。ウィキペディア（池

上宗仲）によれば、宗仲の略歴は次の通りである。 

池上宗仲（いけがみ むねなか、生没年未詳）は、鎌倉時代の武士で、日蓮の有力檀越。

官位は日蓮の書状によると右衛門大夫。大中臣氏を自称しているが、池上氏は藤原忠平又

は藤原良相の子とされる池上忠方の末裔を称する家柄である。日蓮に深く帰依し、弟の池

上宗長とともに池上兄弟と呼ばれた。父は鎌倉幕府の作事奉行だった池上左衛門大夫（池

上康光とも）。また、江戸時代中期の豪農としても知られる池上太郎左衛門幸豊は 24 代

目にあたるとされる。 

弘安 5 年（1282 年）9 月 18 日、日蓮が病気治療のため常陸国へ旅する途中、武蔵国池

上郷（現・東京都大田区池上）にあった彼の居館（池上邸）に滞在し、同年 10 月 13 日に

日蓮はそこで入滅した。 正応元年（1288 年）日蓮七回忌の際、宗仲は日蓮の六老僧の一
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人・日朗と協力して日蓮の御影像を造った。この御影像を安置したのが池上本門寺である。 

宗仲は日蓮入滅後、館やその周辺の土地を寺に寄進し寺領とした。この寄進地が池上本門

寺の基礎となった。そのなかでも彼の居館は日蓮入滅の霊場として重要視され、長崇山本

行寺（池上本門寺の院家）となっている。 

以上の記載により、日蓮入滅の様子と、池上宗仲が池上本門寺や本行寺を創建し

た経緯がよく分かる。また、宗仲の 24 代後裔に池上太郎左衛門幸豊という人物がい

て、江戸時代の有名人であったことも、私は初めて知った。ウィキペディア（池上

幸豊）によれば、幸豊の略歴は次の通りである。 

池上 幸豊（いけがみ ゆきとよ、1718－1798）は、江戸時代中期の豪農。太郎左衛門

（たろうざえもん）の通称で知られている。号は与楽。藤原忠平の末裔を称し、日蓮に帰

依して池上本門寺を創建したとされる池上氏の子孫（池上宗仲から数えて 24 代目）とさ

れ、近世初頭、曽祖父にあたる幸広（ゆきひろ）の代に武蔵国橘樹郡大師河原村に移住し

て代々名主を務めたという。 

1750 年に江戸幕府に対して多摩川の砂州を埋め立てて新田開発を行い、1761 年に完成

して「池上新田」と称される。同年には氷砂糖の製法を改良して製造の権利を得た。翌年

には幕府から新田見立役に任じられ、江戸周辺の新田開発可能地の調査を行った。また、

大師河原塩田の経営や氷砂糖製造に必要な甘蔗の栽培、芒硝・絞油の製造、魚の養殖など

様々な事業を起こして農村の振興に努めた。著書に「種芸拾穂集」がある他、和歌を嗜ん

だ。 

以上の記載により、「江戸時代の池上幸豊は池上宗仲から数えて 24 代目である」

ことが分かった。従って、「池上氏の 30 代当主である池上幸健は昭和時代に活躍し

た」と推測される。しかし、池上幸健の情報は、ネット上には少ない。私が発見し

た記事は以下の通りである。 

➀９）のサイト l/8によれば、池上幸健氏は次の本の編者になっている。  

池上新田開発略史（池上幸健編、1944 年３月発刊）本書の内容は以下の通りである。 

１ 池上太郎左衛門幸豊の墾田に関する意図。熊沢蕃山の説を批評して実際の功利を述ぶ

〔塩垂場，塩焼，土釜〕  

２ 幸豊、海中新田開発の願書を代官宅に提出。海面の干拓にまづ必要なるは母地と〔塩

焼場〕。大師河原・大島の２ケ村に海中新田百町歩を更に八百町歩の新開を試みんとする 

なり〔塩焼場〕。 

３ 新田開発仕様書を筆して上る。多摩川より鶴見川口迄２里の間を〔塩焼場〕。 

４ 開発地の面積・地代冥加金等に関する開陳書を提出〔塩浜〕。実際の目論見書〔塩

浜〕。 

５ 海中新田 15 町歩を開発すべき許可指令〔塩浜〕宝暦２年 。 

６ 海辺に成就せる新田の諸事相を代官役所に具状 宝暦９年。14 町５反歩開発成就せし所

を詳しく内申〔塩浜〕。 

７ 詳細な開発計画書を具状。荏原郡久良岐郡までの海辺斯開に適する場所〔塩垂場〕。 

８ 南風暴雨襲来、汐除堤数ケ所決潰〔塩浜〕明和２年。 

９ 池上新田海辺官費普請を具状請願。普請目論見を地方役人より伺案〔塩浜〕。 

10 高浪打ち込みて塩浜・池上両新田の囲堤大破。 

11 ９ケ年を経過し新田地の開発成り〔塩垂場〕明和８年。 

12 無年季請願の試み〔塩垂場，塩場〕明和８年。 

https://lsih.shiojigyo.com/catalog/books/view/3088
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13 幸豊没後の池上新田〔塩浜〕。 

②10）のサイト/6には、池上幸健氏の略歴が記載されている。 

③11）のサイト/には、池上幸健氏の 1936 年の役職が記載されている。 

 以上の資料より、池上幸健胸像の概要は次の通りである。 

設置場所：大田区池上・大坊本行寺 

建立時期・制作者：不明 

設置経緯：日蓮聖人の晩年（1282 年）、体調が思わしくなく常陸の国に湯治に行か

れる途中、ここ池上宗仲邸で入滅した。弘安 5年（1282 年）10 月 13 日、享年 61 歳

でした。宗仲は、館に本門寺を創建しました。本行寺は本門寺の大坊で、ここに聖

人が入滅された室があります。幸健氏（1877-？）は池上家の 30 代当主で、1908 年

東京帝大農科大学獣医科を卒業して警視庁検査技師となる。1936 年に「畜犬行政の

明朗化に就て」と題する論文を発表（役職は、警視庁衛生部獣医課長）。1944 年に

は「池上新田開発略史」と題する本を発行。 

 

（６）東光院の弘法大師像と覚鑁像 

 日本の銅像探偵団/サイト「日本の銅像ギャラリー」の「東京都大田区」欄には、

東光院（大田区田園調布本町３５－８）に設置された良海和上（牧尾良海）の胸像

が収録されている。しかし、私の調査では、当寺には弘法大師像と覚鑁座像もある

ことが判明した。 

 

 

図９． 
上：東光院の周辺地図 
本図は12）のサイト/より

借用。 

下：東光院の山門と本堂 

http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who8-1766
http://https//11%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.jstage.jst.go.jp/article/jvms1932/49/1/49_1_73/_article/-char/ja/
https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M06005/13111/L0729480/
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 私は「どうして東光院の３像のうち１像しか収録されていないのか？」との疑問

を持ち、当寺を訪問した。12）のサイト/に、東光院の周辺地図が掲載されていたの

で、それを図９上に示す。本図が示すように、当院は東急多摩川線沼部駅の北方直

ぐにある。13）のサイト/lによれば、当院は真言宗智山派寺院の寺院で、有慶山と

号す。義賢和尚（1594 年寂）が創建したと言われており、玉川八十八ヶ所の霊場 55

番である。 

 
 図 10 に、東光院の山門奥の庭園に設置された弘法大師像を示す。本像の台座の銘

文より、本像の概要は次の通りである。 

設置場所：大田区田園調布本町３５－８東光院山門奥の庭園 

建立時期：1973 年 6 月 15 日 

制作者：不明 

設置経緯：本像は修行大師像で、大師生誕（774 年）の 1200 年を記念して建立。 

次ページの図 11 上に、東光院の山門奥の庭園に設置された覚鑁座像を示す。覚鑁

像の銘文より、本像の概要は次の通りである。 

設置場所：大田区田園調布本町３５－８東光院山門奥の庭園 

建立時期：1992 年 9 月 15 日 

制作者：不明、寄進者：信徒 21 人の名前あり（図 11 下を参照） 

図 10. 東光院の弘法大師像 

当院には、良海和上（牧尾良

海）の胸像も設置されている

が、本像は日本の銅像探偵団/

サイトに収録されているので、

本稿では掲載しない。 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M06005/13111/L0729480/
https://tesshow.jp/ota/temple_denenchofu_toko.html
https://%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%8A%85%E5%83%8F%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3douzou.guidebook.jp/
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設置経緯：覚鑁上人（かくばん、1095-1144）は、真言宗中興の祖で、興教大師とし

て尊敬されている。本像は御遠忌 850 年記念で建立。 

 覚鑁像の台座に刻まれた銅像寄進者名簿を図 11 下に示す。本稿に掲載した２体の

銅像は立派であり建立理由も納得できるので、「どうして東光院の３体の銅像のう

ち１像しか収録されていないのか？」との疑問に対する回答は得られなかった。 
 

 

 
図 11.上：東光院の覚鑁座像、下：本像の寄進者名簿 
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257ikegamihonnmonnjinitirenn.htm 
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