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第 187回 皇居前の渋沢栄一像と犬丸徹三像 

                筆者：林 久治（記載：2022 年 3月 23 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。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。昨年の東京五輪―パラの開催期間には、第 5波の感染があったが

（8/26:25,040名）、何故か秋になると激減した(12/6:59名)。これで終焉するかと

期待していたが、本年になって第 6波が到来してしまった(2/4:104,463名)。 

私は第３回目の予防接種を１月 28日に受けることが出来た。2月 11日には、接

種から 2週間が経過した。そこで、私は 2月 12日に自宅から近場での銅像探索を再

開した。それらの探索記を 182回の記事/f、183回の記事/f、および 184回の記事

/fに記載した。私は 3月 4日に、池袋の後藤守正・奈美子像と護国寺の小川啓三・

幸子像を探索し、その探索記を 185回の記事/fに記載した。 

3月 11日には、護国寺の銅像を再探索し、隣にある雑司ヶ谷霊園も探索して、そ

れらの探索記を前回の記事/fに記載した。そのなかで、護国寺に設置されていた益

田孝氏の胸像は銅像ではなく割合粗末な石像であった。私は「資産家で有名な益田

氏なので、他に立派な銅像があるに違いない」と思った。そこで、「益田孝氏の銅

像」で検索してみると、護国寺の胸像しか出てこなかった。その代わり、２）のサ

イト/lで次のような興味ある情報を得た。①最近、渋沢栄一像が千代田区丸の内 

の東京商工会議所に設置されたが、本像は１）のサイト/には収録されていない。②

帝国ホテルには、犬丸徹三翁寿像、男爵大倉喜八郎像、および子爵渋沢栄一像の３

基の胸像が設置されている。 

特に、私は「帝国ホテルには、上記の３像がある」との情報を以前から掴んでい

たが、未だ発見に至っていない。そこで、3月 19日に私は東京商工会議所と帝国ホ

テルに行き、これらの像を探索した。本稿はその探索記である。なお、本稿では資

料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は青文字で記載する。 

  

（２）東京商工会議所と帝国ホテルの周辺地図 

 次ページの図１に、東京商工会議所（千代田区丸の内 3-2-2丸の内二重橋ビル）

と帝国ホテル（千代田区内幸町 1-1-1）の周辺地図を示す。 
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図１．東京商工会議所と帝国ホテルの周辺地図、本図は、３）のサイト/lより借

用。①：渋沢栄一像（東京商工会議所）、②：犬丸像など３像（帝国ホテル）。 

 

 私のスポーツジムは金曜日が休業なので、いつもは金曜日に銅像探索に行ってい

る。今週の金曜日は雨だったので、銅像探索には翌日の 3月 19日（土）に行った。

この期間は３連休なので、都心に行っても空いていると思ったからである。私は当

日の朝、地下鉄丸の内線で東京駅まで行き、そこから皇居前を丸の内二重橋ビルま

で歩いて行った。途中のオフィスビルの殆どは休日で閉まっていたが、二重橋ビル

はワクチン接種会場となっていて、開いていた。 

 

（３）東京商工会議所の渋沢栄一像 

 次ページの図１左に、丸の内二重橋ビルの全景を示す。本図は日比谷通り（皇居

側）から、図１右の矢印の方向から撮影されている。図１右は、本ビルのフロアー

ガイドである。本ビルの概要は、ウィキペディアに次のように書かれている。 

丸の内二重橋ビルは、皇居（馬場先門）の正面に位置し、日比谷通りに面した 1962年竣工

の「富士ビルヂング」、百有余年以上にわたり丸の内で活動する「東京商工会議所ビ

ル」、大正時代より"社交の殿堂"と称された「東京會舘ビル」の 3棟の一体建て替えプロ

ジェクトとして計画され、2015年に着工、2018 年 10月に竣工し、11月 21日に竣工式が執

① 

② 

https://mapandnews-japan.com/tokyo/yurakucho/index.html
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り行われた。低層部は事業者である三菱地所、東京商工会議所、東京會舘による区分所有

となっている。 

 

 

図２．上左：丸の内二重橋ビルの全景、本図はウィキペディアより借用。上右：本

ビルのフロアーガイド、本図は、４）のサイト/より借用。下：本ビルの１階メイン

通路に設置された渋沢栄一像。 

図２上左の撮影方向 

https://www.marunouchi.com/building/nijubashi/
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図３．左：渋沢像の全身、右上：台座の銘文、右下：渋沢像の近接写真。 

 

 図３左に渋沢像の全身を示す。台座正面には「初代会頭 渋沢栄一像」との題字

がある。図３右下に渋沢像の近接写真を、図３右上に台座側面の銘文を示す。２）

のサイト/lは本像を次のように説明している。 

会頭就任時の 36歳の姿に近い 43歳時の写真をもとに再現されています。 

 なお、２）のサイト/lにば、「本ビルの６階には東商渋沢ミュージアムがあり、

そこには小さい渋沢栄一の立像が２体あります」と書かれている。しかし、本ミュ

ージアムは土日祝休館なので、今回は入場出来なかった。次ページの図４に、２）

のサイト/lに収録されている小さい渋沢栄一立像の写真を示す。 

 

http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/imperalhotel.html
http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/imperalhotel.html
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図４．東商渋沢ミュージアムに設置された渋沢栄一立像、本図は２）のサイト/lよ

り借用。 

 

以上の資料などにより、渋沢像の概要は次の通りです。 

渋沢栄一立像 

設置場所：東京都千代田区丸の内 3-2-2丸の内二重橋ビル 東京商工会議所１階メイン通

路 

建立時期：2018年 12 月 東商創立 140周年・新ビル竣工記念 

建立者：東京商工会議所第 21代会頭 三村明夫、制作者：不明 

設置経緯：丸の内二重橋ビルは、皇居（馬場先門）の正面に位置し、日比谷通りに面した

1962年竣工の「富士ビルヂング」、百有余年以上にわたり丸の内で活動する「東京商工会

議所ビル」、大正時代より"社交の殿堂"と称された「東京會舘ビル」の 3棟の一体建て替

えプロジェクトとして計画され、2015年に着工、2018年 10月に竣工し、11月 21日に竣工

式が執り行われた。低層部は事業者である三菱地所、東京商工会議所、東京會舘による区

分所有となっている。本像は等身大で、渋沢氏（1840-1931）が初代会頭就任時（在任：

1878.3-1905.4）の 36 歳の姿に近い 43歳時の写真をもとに再現されている。なお、東商渋

沢ミュージアム（丸の内二重橋ビル６階、土日祝休館）にも、小さい渋沢栄一の立像が２

体あります。 

 

（４）帝国ホテルの犬丸徹三像 

私は 2019年 3月 19 日に、港区の芝パークホテルにある犬丸徹三像を探索し、そ

の探索記を 85回の記事/fに記載した。この探索の前に、私は帝国ホテルで犬丸像

を探索したが、発見することが出来なかった。そこで、私はその当時は「帝国ホテ

http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/imperalhotel.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-85.pdf
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ル犬丸像が芝パークホテルに移転しているのではないか」と考えていた。しかし、

最近、２）のサイト/lの記事より、「帝国ホテルに犬丸像が存在している」ことを

確認出来た。そこで、私は今回「帝国ホテルで犬丸像を再探索しよう」と決心した

次第である。 

 

 

図５．上：帝国ホテル本館（右側のビル）と帝国ホテルタワー館（左側のビル）、

赤丸の奥に銅像が見えた。下：奥の植え込みに設置された３基の胸像 

http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/imperalhotel.html
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 私は、二重橋ビルで渋沢像を探索した後、日比谷通りを歩いて帝国ホテルまで行

った。それから、帝国ホテルの周囲を探索したが、なかなか銅像を発見することが

出来なかった。私はホテル周辺をアチラコチラ探し回っていると、帝国ホテル本館

（図５上の右側のビル）と帝国ホテルタワー館（図５上の左側のビル）の間から、

奥の方にちらりと銅像が見えた（図５上の赤丸の所）。そこで、図１の矢印の方向

に、ビルの間を歩いて行くと、図５下に示すような３基の胸像が設置されていた。 

 

 

図６．上：犬丸徹三翁壽像、下左：台座正面の題字、下右：本像背面のサイン。 
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図５下の向って左端の胸像の写真を図６上に示す。図６下左に、台座正面の題字

を示す。それには「犬丸徹三翁壽像」と書かれていた。図６下右に、本像背面の作

家のサインを示す。これは「朝倉文夫」のものである。台座背面には、銘文が彫っ

てあった。それを図７に示す。本文は形式的な美辞麗句の羅列で新味がない。重要

なのは、建設日と建設者である。それらは、次のように書かれていた。 

昭和三十年十二月吉日 帝國ホテル従業員一同並有志一同 

また５）のサイト/lには、次のような記載がある。 

1955年 12月 10日 帝国ホテル社長犬丸徹三胸像除幕式 

 

図７．台座背面の銘文 

 

 

http://web2.nazca.co.jp/hjk5689/page316.html


9 

 

 図８上に、図５下の向かって右端の胸像とその題字を示す。図８下には、図５下

の中央の胸像とその題字を示す。従て、図８上は「子爵渋澤榮一像」であり、図８

下は「男爵大倉喜八郎像」であることが分かる。両像は大理石製であるので、１）

のサイト/の対象外である。 

  

  

図８．上：子爵渋澤榮一像、下：男爵大倉喜八郎像。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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６）のサイト/lは、帝国ホテルの開業経緯を次のように書いている。 

帝国ホテルは、1890(明治 23)年、明治政府の要請に応じ、渋沢栄一や大倉財閥設立者の大

倉喜八郎、三井物産を創設した益田孝などが設立発起人となり、開業しました。 渋沢栄一

は、開業以来 19年間経営を舵取りし、初代会長を務めました。 

 ７）のサイト/lには、「帝国ホテルの歴史・沿革」が詳しく記載されている。ま

た、８）のサイト/には、帝国ホテル・歴代社長の氏名が次のように書かれている。 

（帝国ホテル会長） 

  01代 1893年－1909 年 渋沢栄一 

  02代 1909年－1922 年 大倉喜八郎（1837-1928） 

  03代 1922年－1923 年 大倉喜七郎（1887-1963） 

（帝国ホテル社長） 

  03代 1923年－1930 年 大倉喜七郎 

（帝国ホテル会長） 

  03代 1930年－1945 年 大倉喜七郎 

（帝国ホテル社長） 

  04代 1945年－1970 年 犬丸徹三 

２）のサイト/lは、ここの渋澤像と大倉像を次のように解説している。 

渋澤像：この胸像は、渋沢栄一が会長職を辞した 16年後（当時 86歳）の 1925(大正 14)年

に造られました。大理石の像なので、戦時金属供出にあっていません。1926(大正 15)年 7

月 13日、渋沢栄一の寿像除幕式が開催されました。帝国ホテル社長大倉喜七郎が式辞を述

べ、渋沢栄一が答辞を述べました。 

大倉像：大理石の像です。大倉喜八郎は、渋沢栄一の後の会長です。 

 本稿では、犬丸氏の略歴として、９）のサイト/pの次の記載を借用した。 

犬丸徹三（1887年～1981 年）：帝国ホテル元社長。石川県生まれ。1910 年、東京高等商業

（現・一橋大学）卒業。ヤマトホテル入社。上海、ロンドン、ニューヨークで修業。1919

年、帝国ホテル副支配人。1923年、ライト設計の新館が完成。支配人就任。関東大震災の

救助活動に尽力。1945 年、社長に就任。1948年、日本ホテル協会会長。93歳で没。 

 以上の資料などにより、犬丸像の概要は次の通りです。 

犬丸徹三胸像 

設置場所：東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテル奥庭 

建立時期：1955年 12 月 10日除幕式 

建立者：帝国ホテル従業員並有志一同 

制作者：朝倉文夫 

設置経緯：犬丸徹三（1887-1981）氏は帝国ホテル元社長。石川県生まれ。1910年、東京高

等商業（現・一橋大学）卒業。ヤマトホテル入社。上海、ロンドン、ニューヨークで修

業。1919年、帝国ホテル副支配人。1923年、ライト設計の新館が完成。支配人就任。関東

大震災の救助活動に尽力。1945年、社長に就任（在任：1970年まで）。1948年、日本ホテ

ル協会会長。なお、本像の横には、渋沢栄一像と大倉喜八郎像も設置されているが、これ

ら２体は石像である。 
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