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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
福沢桃介記念館 展示内容 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Momosuke Fukuzawa Memorial Museum 
 
The Villa of a Man of Wealth and Taste 
This is the villa of one of Japan’s most famous entrepreneurs, Fukuzawa Momosuke. Thanks 
to the support of his influential father-in-law, Keio University founder Fukuzawa Yukichi, 
Momosuke was able to go to the United States after graduating from Japanese university. 
There he spent two and half years studying English and working as an intern at the 
Pennsylvania Railroad. Returning to Japan at the age of 21, he started working for the 
Hokkaido Coal Mining Railroad, and eventually became very rich by speculating in the 
company’s shares. By 1909, he had left Hokkaido and become a major shareholder in the 
Nagoya Electric Light Co., where he became chief executive in 1914.  
 
The gradient and vigorous current of the Kiso River inspired Momosuke to come up with the 
concept of “one river, one company.” He believed the best way to exploit the hydroelectric 
generation capacity of any river was for one company to have all the rights. 
 
Momosuke built this villa in 1919 while overseeing several local projects: the Yomikaki 
Power Station (completed in 1922), the Kakizore Aqueduct (completed in 1923), and the Oi 
Dam and Power Station (completed in 1924). He had stakes in multiple companies and was 
responsible for building six power stations along the Kiso River. He and his mistress used the 
villa to host lavish parties, wining and dining politicians, businessmen, and foreign technical 
consultants. 
 
Here are some notable things to see inside the house. 
 
Downstairs 
 
Photographs of Kawakami Sadayakko. Sadayakko, a geisha, actress, and entrepreneur, was 
Momosuke’s mistress and business associate. They lived here together while Momosuke’s 
wife languished in Tokyo. 
 
Drawing-room fireplace made of river stones. Local Japanese builders were familiar with 
irori open hearths, but not with Western-style fireplaces. This may be one reason why the 
mantelpiece is so badly warped from the heat. 
 
Upstairs 
The second floor of the house was rebuilt after being destroyed in a fire in 1959. It is 
designed in the Japanese style, with smaller rooms, lower ceilings, and sliding doors. It was 
not uncommon for buildings in the Taisho era (1912–1926) to have public rooms in the grand 
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Western style, while the parts of the house reserved for the family were in the cozier, more 
intimate Japanese style.  
 
Documents related to Momosuke’s negotiations with local people for rights to the river water 
are on display. Notice the charming color map depicting all his operations along the Kiso 
River. It may look like an old ukiyo-e print, but it actually dates from 1937. 
 
In the upstairs corridor are original plans for the nearby Momosuke Bridge, as well as some 
photographs of construction in progress. The bridge itself is visible from the back of the 
house. Housing for the workers at Momosuke’s company once stood in front of the house, 
where the school now stands. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
福沢桃介記念館 

 

富豪兼雅客の別荘 

この建物は、日本で最も有名な起業家のひとり、福沢桃介の別荘です。慶応大学の創始者、福沢諭吉

という有力な義父の支援により、桃介は日本の大学卒業後にアメリカに留学することができました。アメリカ

では 2年半にわたり、英語を学びながらペンシルバニア鉄道の見習いとして働いていました。21歳の時に

帰国すると、北海道炭礦鉄道で働くようになり、この会社の株に投機したため、最終的には巨額の富を得

ることになります。桃介は 1909年までに北海道を去り、名古屋電灯の大株主になり、1914年にはこの

会社の代表取締役に就任しました。 

 

木曽川の勾配と、力強い水流を見た桃介は「一河川一会社主義」という概念を思いつきました。 桃介

は、どの川にとっても最適な水力発電量の活用方法は、ひとつの会社がすべての権利を持つことだと考えて

いました。 

 

桃介は、読書発電所 (1922年竣工)、柿其水路橋 (1923年竣工)、大井ダム・発電所 (1924年

竣工) などの複数の事業を監督していた 1919年にこの別荘を建てました。桃介は複数の会社に出資し

ており、木曽川の流域の 6基の発電所の建設を手掛けていました。桃介と愛妾は、この別荘で豪勢なパ

ーティーを開き、政治家、実業家や外国人技術者らをもてなしました。 

 

この家の見どころを以下にご紹介します。 

 

1階 
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川上貞奴の写真 

芸者、女優、そして起業家だった貞奴は、桃介の愛妾でもあり、また事業上のパートナーでもありました。ふ

たりは、思い悩む桃介の妻を東京に残し、ここで一緒に生活していました。 

 

河原の石でできた応接室の暖炉 

地元の日本人建築家は囲炉裏については熟知していましたが、西洋風の暖炉には明るくありませんでし

た。これこそが、このマントルピースが熱により大きく歪んでしまった理由なのかもしれません。 

 

2階 

この家の 2階は、1959年の火事で焼失し、その後再建されました。小さな部屋、低い天井やふすまが備

わった和風建築で設計されています。このように、広々とした西洋風の客間と、小さく居心地のよい家族用

の和室が備わった構造は、大正時代 (1912年～1926年) の建物には珍しいものではありませんでし

た。 

 

桃介と土地の人々との間の水利権の交渉に関する資料が展示されています。木曽川流域で桃介が行っ

た事業を表す美しく彩色された地図にご注目ください。この地図は、古い浮世絵のように見えるかもしれま

せんが、1937年に作成されたものです。 

 

2階の廊下には、近くにある桃介橋の最初の図面や、建築中の橋の写真がいくつか展示されています。桃

介橋は、この家の裏から見ることができます。桃介の会社の従業員用住居は、今では学校が建っているこ

の家の前の敷地に建っていました。 
 
 
※この英語解説文は観光庁の地域観光資源の多言語解説整備支援事業で作成しました 
*This English-language text was created by the Japan Tourism Agency.


