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第 197回 渋谷区の五島慶太と昇の父子像 

筆者：林 久治（記載：2022 年７月 9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、それらの探索記を 185回の記事/fから 195回の記事/fまでに記載した。（そ

れぞれの記事は、２）のサイト/fから閲覧出来ます。） 

 

① 

② 

④ 

③ 

図１．東急本社の周辺地図、

本図は、４）のサイト/0より

借用。 

① ：JR渋谷駅西口 

② ：東急ホテル 

③ ：「JT前」バス停 

④ ：東急本社 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-195.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
https://mapfan.com/spots/SCQ3I,J,720
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私は 6月 24日に文京区の内村祐之像と内藤豊次像を探索した。これらの探索記を

前回の記事/fに記載した。私は３）のサイト/で、渋谷区の東急本社前に五島慶太

と昇の父子像があることを知った。これらの銅像は１）のサイト/の渋谷区欄には収

録されていない。また、父子像は比較的珍しい。そこで、私は 7月 5日にこれらの

銅像を探索した。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）渋谷区の東急本社 

 私は台風４号襲来前日の 7月 5日昼前に渋谷区で銅像探索を行った。探索時は晴

れて来て、暑い中を歩いた。渋谷駅構内とその周辺街区は複雑怪奇で、その上工事

中の所が多かった。そのため、スマホが無いと目的地に着きにくい状況であった。

私はスマホを持たないので、地図を見ながら迷いながらの汗だく探索であった。 

 東急本社の周辺地図を図１に示す。私は次の道順で行った。 

JR渋谷駅西口（図１の①）→東急ホテル（②）→「JT 前」バス停（③）→東急本社（④） 

東急本社に到着すると、玄関前に２基の銅像が設置されていた。その写真を図２に

示す。 

 銅像の紹介をする前に、東急電鉄の創設経緯をウィキペディアと５）のサイト/p

を参考にして、以下に簡単に説明しよう。次ページの図３には、東急の前身会社の

路線図を示す。 

 

図２．東急本社の玄関前に設置された２基の銅像 

 

（本文は、４ページに続く。） 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-196.pdf
http://tcu-elementary.ed.jp/blog/cat18/
https://douzou.guidebook.jp/
http://trainstory39.blog.fc2.com/blog-entry-17.html?sp
http://trainstory39.blog.fc2.com/blog-entry-17.html?sp
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図３． 

東急の前身会社の路線図 

本図は、５）のサイト/p

より借用。 

上：目黒蒲田電鉄 

1923 年 3 月 11 日に目黒‐

丸子（現・沼部）が開通し

た。同年 11月 1日蒲田ま

で延伸し、「目蒲線」とし

て全通した。 

下：東京横浜電鉄 

1926 年 2 月 14 日に丸子多

摩川（現・多摩川） - 神

奈川間を開業。目蒲線と相

互乗り入れし、目黒- 神奈

川間直通運転開始。 

1927 年 8 月 28 日に 渋谷- 

多摩川間（点線区間）が開

業。渋谷駅 - 神奈川駅間

直通運転開始。路線名を

「東横線」とする。 

丸子 

http://trainstory39.blog.fc2.com/blog-entry-17.html?sp
http://trainstory39.blog.fc2.com/blog-entry-17.html?sp
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 ５）のサイト/pやウィキペディアによれば、東急電鉄の創設経緯は次の通りであ

る。 

1910 年：武蔵電気鉄道が設立され、東京渋谷－横浜平沼橋間など、多くの計画路線の免許

を取得した。だが、経営難から一向に鉄道建設が出来なかった。 

1918 年：渋沢栄一が理想的な住宅地「田園都市」の開発を目的に、田園都市株式会社を設

立。 

1920 年：武蔵電気鉄道の再建に乗り出したのが渋沢栄一に次ぐ実業界の大物、郷誠之助。

郷は「鉄道建設の為にどうしても専門の常務が欲しい」と石丸鉄道次官へ頼みに行った

所、石松は五島慶太を推薦。 

1920 年 5月 11 日：五島慶太、武蔵電気鉄道の常務取締役に就任。 

1922 年 3月 24 日：田園都市（株）傘下の荏原電気鉄道に目黒線（目黒- 多摩川）間工事施

行認可。 

1922 年 3月 30 日：田園都市（株）、目黒線着工。 

1922 年 6月：田園都市（株）は洗足田園都市（後の洗足地域）の分譲を開始。 

1922 年 9月 2日：田園都市（株）の傘下の荏原電気鉄道を分離独立させることとなり、目

黒蒲田電鉄株式会社が設立される。社長に竹田政智、専務取締役に五島慶太就任。 

1923 年 3月 11 日：目黒線（目黒 - 丸子間、8.3km) 開通。 

1923 年 11 月 1 日：蒲田線（ 丸子- 蒲田間) 開通、目黒 -蒲田間を目蒲線（13.2km）と呼

称。 

1924 年 10 月 7 日：目黒蒲田電鉄は武蔵電気鉄道を傘下に収める。 

1924 年 10 月 25日：武蔵電気鉄道は社名を東京横浜電鉄株式会社に変更、社長に矢野恒

太、専務取締役に五島慶太就任。 

1926 年 2月 14 日：東京横浜電鉄は丸子多摩川（現・多摩川）- 神奈川間を開業。目蒲線と

相互乗り入れし、目黒- 神奈川間直通運転開始。 

1927 年 8月 28 日：東京横浜電鉄は渋谷- 多摩川間が開業。渋谷駅 - 神奈川駅間直通運転

開始。路線名を「東横線」とする。 

1936 年：五島慶太が東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄取締役社長に就任。 

1942 年 5月 1日：陸上交通事業調整法による戦時統制の背景もあり、同じ五島慶太が社長

を務める小田急電鉄を譲受・合併、京浜電気鉄道を買収・合併して、商号を東京急行電鉄

と改称した。 

1944 年 5月 31 日：経営が悪化していた京王電気軌道を買収・合併した。 

 

（３）五島慶太氏の銅像 

 次ページの図４上には、東急本社の玄関前に設置された２基の胸像を示す。図４

下左には、向って左側の胸像を。図４下右には本像台座正面の題字を示す。それに

は「五島會長」としか記載されていないが、五島慶太氏であろう。 

（本文は、６ページに続く。） 

http://trainstory39.blog.fc2.com/blog-entry-17.html?sp
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図４．上：２基の胸像、 

下左：左側の胸像、 

下右：台座正面の題字。 
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図５．五島慶太像の右側面に彫られた制作者のサイン 

 

 図５に、五島慶太像の右側面に彫られた制作者のサインを示す。暗くてよく見え

なかったが、「鶴三作」と読める。「鶴三 彫刻家」で検索すると、６）のサイト

/2に次のような記載があった。 

名称：五島慶太氏像、作者情報：石井鶴三（1887-1973）東京、制作年代：昭和 36年

（1961）、印章・銘記：右側面鉛筆書「鶴三作」。 

石井鶴三氏の略歴は、ウィキペディアに記載されている。 

なお、７）のサイト/6には次のような記載があった。 

名称：栃錦、作者情報：石井鶴三（1887-1973）東京、制作年代：昭和 35 年（1960）、印

章・銘記：台座背面刻書「石井鶴三作」。 

 五島慶太氏の経歴は、８）のサイト/（東急の礎を築いた「五島慶太」−−“なあ

に”の精神を貫いた男の生涯）やウィキペディアに記載されている。以上の資料な

どにより、五島慶太像の概要は次の通りである。 

五島慶太會長像 

設置場所：渋谷区南平台町 5-6 東急電鉄本社前 

制作時期：1961 年 

制作者：石井鶴三（1887-1973、東京府下谷区仲御徒士町生まれ、東京芸術大学教授） 

設置経緯：五島慶太（1882－1959）は日本の官僚、実業家、東京急行電鉄の事実上の創業

者。長野県小県郡殿戸村（現・青木村）に農業の二男として生まれる。東京高等師範学校

を卒業。苦学して、1911 年東京帝国大学を卒業。高等文官試験に合格し、鉄道院に入る。

その頃、実業家の渋沢栄一らによって理想的な住宅地「田園都市」の開発を目的に設立さ

れた田園都市株式会社が東京府荏原郡の田園調布や洗足等に分譲用として 45 万坪の土地を

http://jmapps.ne.jp/geidai/det.html?data_id=6762
http://jmapps.ne.jp/geidai/det.html?data_id=6762
http://jmapps.ne.jp/geidai/det.html?data_id=6846
https://getnavi.jp/vehicles/608441/
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購入した。その住民に交通の便を提供するため、目黒駅と蒲田駅から同経営地まで鉄道を

敷設するため荏原電気鉄道（後の目黒蒲田電鉄）も設立したが、素人ばかりのため経営不

振に陥っていた。そこで大株主の第一生命保険社長の矢野恒太に相談したところ、阪神急

行電鉄総帥の小林一三を推した。小林は名前を出さず、報酬も受け取らず、日曜日のみ、

という約束で経営を引き受け、玉川、田園調布方面の宅地開発と鉄道事業を進めた。しか

し、目黒蒲田電鉄を立ち上げる時に小林が多忙のため、代わりに鉄道院出身で武蔵電の鉄

常務取締役あった五島を推挙。小林からは「荏原電鉄を先にやって、45 万坪の土地を売

り、その利益で武蔵電鉄をやればいい」と説得され、五島は 1922 年 10 月から荏原電気鉄

道の専務を兼務した。直前の 1922 年 7月、荏原電気鉄道は目黒蒲田電鉄と名前を変え、

1924 年 11 月に目蒲線の全線開通を迎えた。その時期が関東大震災と重なったため、都心を

焼け出された人々が沿線に移住し業績は一気に好転した。その利益で武蔵電鉄の株式過半

数を買収し、名前を武蔵電鉄から東京横浜電鉄と変え、1927 年 8月に東横線（渋谷 - 神奈

川間）を開通させた。この東横線は五島が最も精魂を傾けて建設した路線だといわれてい

る。1944 年 2月 11日、東條英機内閣の運輸通信大臣に就任し、戦後は公職追放。1951 年

追放解除。 

 

（４）五島昇氏の銅像 

  

図６．左：右側の胸像、右：台座正面の題字 



8 

 

 図６左に、図４上の右側の胸像を示す。図６右に、台座正面の題字を示す。それ

には「五島昇會長」と記載されていた。 

 図７．五島昇會長像の背面のサイン 

 

 以上の資料やウィキペディアの記載などにより、五島昇像の概要は次の通りであ

る。 

五島昇會長像 

設置場所：渋谷区南平台町 5-6 東急電鉄本社前 

制作時期：1989 年 

制作者：富永直樹（竹中銅器） 

設置経緯：五島昇（1916-1989）は日本の実業家、東京急行電鉄社長・会長、日本商工会議

所会頭。五島慶太の長男として東京市神田区駿河台に生まれる。1940 年、東京帝国大学経

済学部卒業後、東京芝浦電気に勤務。戦時中は、陸軍大尉として軍務に就く。1945 年、東

京急行電鉄に入社。1954 年、東急社長に就任。1959 年（昭和 34年） - 武蔵工業大学

（現・東京都市大学）理事長に就任。1960 年、五島美術館開館。1964 年、日本国内航空を

設立。1967 年、東急百貨店本店を開店。1978 年、東急ハンズ渋谷店を開業。1984 年、日本

商工会議所会頭に就任。1987 年、東京急行電鉄会長に就任。 

 なお、五島慶太氏の銅像は１）のサイト/の世田谷区欄に２基（世田谷区玉堤、東

京都市大学、世田谷キャンパス・五島記念館と世田谷区等々力、東京都市大学付属

高校・中学校）収録されている。また、10）のサイト/lと 11）のサイト/lには以

下の記載がある。 

 図６左の五島昇會長像の背面に彫られていたサインを

図７に示す。それには「平成二年一月吉日 富永直樹

作」とあった。なお、竹中銅器の HP（９）のサイト/l）

には、以下の記載があった。 

五島昇会長像：富永直樹作、東京都渋谷区東急電鉄本社、 

1989 年。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://www.e-butsugu.biz/category/1371475.html
https://ameblo.jp/tenpleandcinema/entry-12733583860.html
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_2213.html
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東急東横線大倉山駅の近く（横浜市港北区大倉山 2-10-2）に東横神社があり、そこには五

島慶太像と五島昇像が設置されている。しかし、当社は東急の神社であり私有地とのこと

で、門は堅く閉まっており、部外者は立ち入り禁止である。 

東横神社の五島父子像は１）のサイト/の横浜市欄には収録されていない。これらの

像の写真を見ると、東急本社の両像と同じであった。 
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