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第 101 回 駿河台の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 9 月 18 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/l（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、私はそのような「スクープ銅像」の

候補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

前回の記事/fでは、日大医学部と東邦大学医学部銅像探索を書いた。そこで、額

田豊先生が 1925 年に 帝国女子医学専門学校（現・東邦大学医学部）を創立して理

事長に就任されたばかりではなく、同年に日本大学医学科の初代科長にも就任され

たことを紹介した。日大には、その他に多くの銅像があるようなので、９月 14 日に

日大駿河台キャンパスで銅像探索を行った。道路に面した銅像でも、日本の銅像探

偵団/lのサイトに未収録の銅像がまだまだ残っていた。今回は、駿河台の探索記を

記載する。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。 

 

（２）日本大学の略歴 

昨年は、日本大学（以後、日大と略記する）のラクビー部事件がマスコミを賑わ

した。結局、暴力行為を教唆したとされる当時の内田正人監督は起訴を免れ、田中

理事長までは責任が及ばなかった。また、昨年の森友学園問題でも、財務省の文書

改竄問題で佐川某などの役人は起訴されなかった。これらのように安倍首相に繋が

っている上級国民共が特別待遇を受けていることは、世も末である。 

ウィキペディアを参考にして、日本大学の略歴を以下に紹介する。 

日本大学は、日本最大の規模を有する総合大学である。「常に世界的な視野をもち、教

育の発展及び人類社会への貢献」を教育目標としている。学祖は山田顕義（1844-1892）

であり、創立関係者は総代宮崎道三郎（後の東大教授、1855-1928）と金子堅太郎（初代

校長、後の司法大臣、1853-1942）を含む法律学者 11 名である。山田は、時の司法大臣で

あるとともに日本法律学校の上位機関に当たる皇典講究所（國學院大學の前身）の所長を

務めていた。その立場から、先の創立者との協議の上で「日本の古法旧制を明かにして、

更に新しく生れる諸法典を研究するため、日本の法学を修める学校を設立する」ことを取

りまとめた。 

すなわち、山田は大日本帝国憲法が発布された近代国家の創成期において、その「国

法」を専修する法律学校の設立が急務であると考え、直ちにその設立事業に取り掛かった。

そして 1889 年 10 月 4 日、東京府から設立許可を得て、現・日本大学の前身である日本法

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-100.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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律学校が誕生した。また、山田は同学設立後も文部省に対して「特別認可学校」とするよ

う要請し、同学の運営財政面において尽力した。このように日本法律学校の設立事業と、

学校設立時に彼が示した開学理念および思想は、その後の法学部のみならず、近代日本の

発展に大きく寄与したことは周知であり、「近代法の祖」と称される由縁である。その彼

を日本大学は学祖と位置づけている。 

1901 年 10 月、高等師範科（文理学部の前身）を設置。1903 年、日本大学と改称。1904

年、商科（経済学部および商学部の前身）を設置。1920 年、日本大学高等工学校（土木、

建築）設置（理工学部の基礎となる）。1921 年、法文学部に美学科（芸術学部の前身）を

設置。また、東洋歯科医学専門学校（1916 年創立）を合併し、日本大学歯科医学校（歯学

部の前身）を開設。1925 年、専門部医学科（医学部の前身）設置。また、大阪に日本大学

専門学校を設置、同校は 1943 年に大阪専門学校（近畿大学の前身）となる。 

 
（３）日大法学部の山田顕義像 
 日大法学部本館前に学祖・山田顕義の銅像が設置されている。日大法学部（東京

都千代田区神田三崎町 2-3-12）の周辺地図を図１に示す。 

 
図１．日大法学部の周辺地図 ➀：山田顕義像 本図は２）のサイト/lより借用。 
  

 日大法学部は正確には駿河台にはない。駿河台にある明治大学猿楽町校舎から男

坂を降りた場所に三崎町がある。次ページの図２上に、男坂の写真を示す。図２下

には、日大法学部本館とその玄関横に設置されている学祖・山田顕義の銅像を示す。

本像は広い道路に面しており、大変見え易い所（図１の➀地点）に設置されている

にもかかわらず、日本の銅像探偵団/lに未だ収録されていないのは不思議である。 
 

➀ 

https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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図２．上：駿河台にある明治大学猿楽町校舎（本写真の右側）から見た男坂、 
下：日大法学部本館前に設置された学祖・山田顕義の胸像。 
 
 次ページの図３上左に山田顕義の胸像の写真を示す。台座の正面には、「山田顕

義先生之像」と書かれた銘板が貼られていた。この銘板に「総長 鈴木勝 書」と

小さく書かれていた。３）のサイト/)によれば、鈴木勝（1903-1987）は、日大理事

長（在任：1974- 1981）と日大第６代総長（在任：1969-1984）を務めている。胸像

の裏面には図３上右に示すように「創立者之像 今里龍生 1977」と彫られている。

４）のサイト/lによれば、今里龍生（1907?-1999 年 05 月 07 日）は彫刻家で太平洋

美術会参与であった。（本文は５ページに続く。） 

https://www.wikiwand.com/ja/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%8B%9D_%28%E6%AD%AF%E5%AD%A6%E8%80%85%29
https://yuagariart.com/artist-labo/03.html
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図３．上左：山田顕義先生之像、上右：像背面の制作者のサイン、下：台座背面の

「山田顕義先生頌」。 
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 台座の裏面には「山田顕義先生頌」なる銘文が貼付されていた。その写真を図３

下に示す。銘板が少し風化していて読み難いが、大意は次の通りである。 

昭和 49 年は、日本法律学校、現日本大学法学部の創立 85 周年を迎える。いま、これを記

念して、日本大学法学部校友会の会員あい図って先生の胸像を法学部本館前庭に建て、併

せて経歴の一端を彫り、先生の理想を永くこの學に伝え、後進に貽（のこ）そうとする。

この地もと講武所跡、日本大学最初の独立校舎建設の所云々。 

昭和 52 年 10 月吉日 日本大学法学部校友会 

 以上をまとめると、本像の設置経緯は次の通りである。 

山田顕義先生之像 
設置場所：東京都千代田区神田三崎町 2-3-1、日本大学法学部本館前庭 

設置時期：1977 年 10 月 

銅像製作者：今里龍生（1907?-1999） 
寄贈者：日本大学法学部振興会 
設置経緯：山田顕義（やまだあきよし、1844-1892）は長州藩士で萩に生まれる。

1857 年、松下村塾に入門。幕末は長州軍で活躍後、明治政府の重職を務める。1871

年、岩倉米欧使節団に軍事制度調査のため、兵部省理事官として随行。アメリカに

滞在。欧州諸国を歴訪して帰国。1885 年、内閣制度発足後の初代司法大臣となる。

司法大臣在任中の 1889 年、日大の前身の日本法律学校を設立（現在、日本大学では

山田顕義を学祖と位置づけている）。1890 年、国学院を設立。 

 山田顕義は 1892 年に 49 歳で死亡している。人生百年の現在と比較すると、彼は

随分と短命にみえる。もう少し生きていれば、総理大臣にもなっていたであろう。

しかし、明治時代の当時は、「人生 50 年」の世界であった。当時は肺病が不治の病

で、樋口一葉（24 歳没）、滝廉太郎（23 歳没）、石川啄木（26 歳没）などは 20 代

で死亡している。肺病でなくても、50 歳前後で有名な人々が沢山亡くなっている。

たとえば、西郷隆盛（51 歳自刃）、大久保利通（49 歳暗殺）、夏目漱石（50 歳

没）、二葉亭四迷（46 歳没）、野口英世（53 歳没）など、枚挙にいとまがない。 

 ５）のサイト/3によれば、日大は萩市の山田顕義誕生地に「顕義園」という庭園

を設置している。その紹介文を以下に示す。 

山田顕義は第一次伊藤博文内閣のもとでは司法大臣として法典編纂に貢献し、法典伯と

称されました。また、教育を重視し、明治 22 年（1889）日本大学の前身である日本法律

学校を創設、次いで翌年國學院を設立しました。明治 25 年（1892）旧藩主毛利敬親銅像

起工式列席のため帰郷、帰途生野銀山で急逝しました。享年 49 歳。 

誕生地は、萩藩主毛利家の菩提寺・護国山東光寺の近くにあり、「顕義園」として整備

されています。これは、日本大学が建学 90 周年を記念し、謝恩の為に昭和 54 年に建設し

たもので、高さ 1.1ｍの台座に建つ高さ 2.4ｍの「山田顕義先生之像」が印象的で、萩市

の遠望も楽しめます。 

 次ページの図４上に、萩市顕義園の「山田顕義先生之像」を示す。ここの銅像は

立派な立像である。本像は、日本の銅像探偵団/lのサイトの「日本の銅像ギャラリ

ー・山口県北部欄」に収録されている。 

（本文は７ページに続く。） 

http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=1100163
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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図４． 
上：萩市顕義園の「山田顕義先生之像」 

本図は、５）のサイト/3より借用。 

下：日大歯学部の構内図 

本図は、６）のサイト/lより借用。 

http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=1100163
http://www.dent.nihon-u.ac.jp/hospital/about/access/index.html
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（４）日大歯学部の銅像探索 
 ネット記事によれば、日大歯学部の駿河台キャンパスには、少なくとも４体の銅

像が設置されている。そこで、私は９月 14 日に、日大歯学部の銅像探索を行った。

日大歯学部の構内図を図４下に示す。私が拝見できたのは、本館歯科病院の佐藤 運
雄像と３号館の中川大介像だけであった。４号館の１階奥には銅像が設置されてい

たが、玄関の守衛さんに入場を許可されなかった。その他にも、工事中の校舎もあ

り、そこには調査に行けなかった。 
 

   
図５．左：佐藤 運雄先生之像の全身、右：佐藤先生之像の上半身。 
 
ウィキペディアを参考にして、佐藤先生の銅像の概要を以下に示す。 

佐藤 運雄先生之像 

設置場所：東京都千代田区神田駿河台 1-8-13、日本大学附属歯科病院１階受付横 
設置時期：不明、以前は屋外に設置 

銅像製作者：不明 
設置経緯：佐藤 運雄（さとう かずお、1879-1964）は東京本所生まれの歯学者。東

京府尋常中学校（現在の東京都立日比谷高等学校）を経て、1898 年に高山歯科医学

院（現在の東京歯科大学）卒業。1916 年に東洋歯科医学校（のちの日大歯学部）設

立。1933 年より日本大学理事、1921 年から創立なった日本大学専門部歯科初代歯科

長に就任した。1943 年に日本大学学長に。1946 年から 49 年まで理事長。 
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図６．左：中川大介先生之像の全身、右：中川大介先生之像の上部。 
 
ウィキペディアを参考にして、中川先生の銅像の概要を以下に示す 

中川大介先生之像 
設置場所：千代田区神田駿河台 1-1（日本大学歯学部 3号館玄関前庭）  
設置時期：不明 

銅像製作者：不明 
設置経緯：中川大介（1887-1954）山口県萩市生まれの歯学者。1908 年東京歯科医

学専門学校卒。1920 年東洋歯科医学専門学校理事、教授を経て、1922 年日本大学専

門部歯科教授。1927 年ノースウェスタン大学歯科部大学院修了。1939 年日大歯科医

学校付属医院長、1943 年日大専門部歯科科長。 
 東京 YWCA の隣に、日大歯学部１号館がある（図４下を参照）。本建物の玄関前に

銅像を撤去した跡があった（次ページの図７上を参照）。７）のサイト/lの記事

（日付は 2013 年 8 月 21 日）によれば、そこには図７下に示すような川合渉先生の

胸像があったそうである。現在は、この地から本胸像は撤去されており、私は撤去

の理由や本像の行く先を知らない。 
 

http://umeno87.sblo.jp/archives/20130821-1.html
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（５）東京 YWCA のカフマン像 
 図４下の地図が示すように、日大歯学部の近くに東京 YWCA がある。以前、私はネ

ット記事で東京 YWCA に銅像があることを知っていた。そこで、今回、東京 YWCA の

建物の内部に入ってみた。１階ホールの入口に、胸像がやっぱりあった。その写真

を次ページの図８左に示す。台座には、「MISS EMMA R. KAUFMAN」と書かれた名板

が貼ってあった。また、台座に貼付された銘文の写真を図８右に示す。銘文には次

のように書いてあった。 

神の恩恵の妙に、望むところを確信し、日本婦人を奇しき未踏の地に進ましめた、カフマ

ン女史に捧ぐ。 

エマ・カフマン女史は 1881 年、カナダ、チ・ナー市（市名不明）に生まれる。1909 年、

たまたま来遊。 日本 YWCA 総幹事マクドナルド女史の熱意に動かされ、この国の為に生

涯を捧げる決意をして、1911 年来、幹事として深い信仰と非凡の洞察力とをもつて、開拓

図７．上：現在の日大歯学部１号館（玄関の前庭に銅

像の台座があるが、銅像本体と名板が撤去されてい

る。） 
下：嘗てここには川合渉先生之像が設置されていた。 
本図は、７）のサイト/lより借用。 

http://umeno87.sblo.jp/archives/20130821-1.html
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期の東京 YWCA を導き、或いは指導者の養成に、或いは駿河臺会館の建設に精魂を傾け、

惜しみなくその巨萬の冨を投じた。休暇帰国中勃発の第二次大戦の為、心ならずもカナダ

に留まるに至ったが、今日の東京 YWCA の基礎は實に女史によって築かれたものである。 

今回 YWCA50 周年あたり、女史の来訪を機に、その徳を讃え、感謝の思いをこめて俤（お

もかげ）を胸像に残す。 1955 年 11 月 東京基督教女子青年會 

 

  
図８．左：エマ・カフマン女史の胸像、右：台座に貼付された銘文 
 
８）のサイト/7は、YWCA と東京 YWCA の設立経緯を次のように書いている。 

 YWCA（Young Women’s Christian Association） は、以前の名称はキリスト教女子青年

会でしたが、世界 YWCA 会則に準じて「YWCA」（以下 YW）と名乗ることになりました。世

界 YW の歴史をお話ししますと、19 世紀英国、産業革命時代、農村から都会へ出てきた若

い女性たちを支えようと YW を名乗る 2 つのグループが活動を始めました。エマ・ロバー

ツは急激な工業化がもたらす価値観や生活の変化の波にさらされる若い女性の状況に心を

痛め、女性たちが自分の生き方を振り返り、神の前に祈ることが必要だと考え、祈祷会を

始めました。また、メアリ・ジェーン・キナードはクリミヤ戦争に赴く看護師などのため

にロンドンに宿舎を作り、宿泊だけでなく、聖書クラス、教育プログラム、カウンセリン

グなど、働く女性のための活動をしました。この 2 人が 1876 年頃ロンドンで出会い、

「YWCA」という名の運動を一つにし、信仰に根ざす活動を発展させようと、1884 年正式

に中央委員会を組織しました。 
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日本 YW の歴史に触れますと、日本 YW は 1905 年に正式発足しました。1903 年日本在

住の女性宣教師たちの熱心な要請により、アメリカとカナダから幹事が派遣され、英語や

聖書研究の集会、女子大やミッションスクール等への訪問活動がなされました。日本 YW 

発足時は外国人主導の運営で、専門教育を受け経験豊かな幹事が次々と派遣され「会員や

幹事の働き方」「民主的組織運営の仕方」等を教えました。その人件費はすべて本国の負

担に由り、中でも 1914 年東京 YW に無給幹事として就任したカナダ人エマ・カフマンは

莫大な資産と全エネルギーを捧げ日本 YW の発展のために働きました。東京 YW は現在も

「カフマン・ホール」という名を記念として残しています。 

 Wikipedia の「Emma Kaufman」の項には、彼女の略歴が次のように書かれている。 

Emma Kaufman was born in Kitchener (then Berlin) in 1881, and died in Toronto in 
1979 at the age of 97. She went to Japan with YWCA in about 1910 and spent 27 year 
there helping Japanese women liberate themselves from strict 19th century customs. In 
1918, Emma was appointed to the position of Associate Secretary for the Tokyo YWCA. 
As with all the positions Emma held with the YWCA, she declined any salary. Ms. 
Kaufman introduced camping as well as other activities. Girls were able to learn 
democratic principles and cooperation skills. Physical education instructors were 
brought in from the US which started to raise awareness for Japanese girls physical 
schooling. The Kaufman family had made their fortune in rubber, and from her 
inheritance she donated money to the YWCA organization at Kyoto and Nagoya; she 
built an apartment for Y staff, sponsored 27 young Japanese women for studying 
abroad, and brought 12 from the USA and Canada to work at the Japanese Y. She 
returned to Canada before the Second World War. 
 Wikipedia の紹介文より、彼女の生まれた町は「キッチナー」であることが分か

る。上記の文では、彼女が日本に来たのは「1910 年頃」となっているが、銅像の銘

文より「彼女の来日は 1909 年で、東京 YWCA の幹事となったのが 1911 年」であるこ

とが分かった。 

Wikipedia には、彼女が帰国した年が書かれていない。９）のサイト/fは、「東

京 YWCA の 100 年」と題する貴重な文献であるが、この中に次の記載がある。 
1940 年：外国人幹事全員帰国（カフマン、ホッキン、ケンデル、クイギン、ケリー、 
ロー） 

従って、カフマン女史像の概要は次のようになる。 

カフマン女史胸像 
設置場所：千代田区神田駿河台 1-8-11、東京 YWCA 会館１階ホール 

設置時期：1955 年 11 月（東京 YWCA 五十周年記念） 

銅像製作者：不明 
寄贈者：東京基督教女子青年會 
設置経緯：エマ・R・カフマン（Emma R. Kaufman,1881～1979）はカナダ・キッチナ

ー生まれ。1909 年来日。1911 年東京 YWCA に参加。1914 年東京 YWCA に無給幹事と

して就任し、莫大な資産と全エネルギーを捧げ日本 YWCA の発展のために働きまし

た。東京 YWCA は現在も「カフマン・ホール」という名を記念として残しています。

1940 年休暇で帰国中、戦争激化のためカナダに残留。 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchener%2C_Ontario
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_World_War
http://www.tokyo.ywca.or.jp/about/ywca100th.pdf
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