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第 102 回 明治大学の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 10 月２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。 

私は９月 14 日に日大と東京 YWCA で銅像探索を行い、その探索記を前回の記事/f

に書いた。日本の銅像探偵団/lのサイトでは、東京六大学の中で明治大学の銅像だ

けが収録されていない。そこで、私は９月 14 日に、明大駿河台キャンパスでも銅像

探索を行った。しかし、学祖の三先生の内、宮城先生の銅像を発見できなかった。

そこで、９月 20 日に明大を再訪したが、宮城先生の銅像はなかった。先生の銅像が

あるはずの「陽だまり広場」をよく見ると、工事中で囲われた一角があった。警備

員の人に聞いてみると、矢張りそこに宮城像があることが分かった。「ここは、10

月から開放する」と言うので、私は 10 月２日に明大を再々訪し、宮城像を撮影した

次第である。今回は、明大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）明治大学の略歴と駿河台キャンパスの紹介 

明治大学（以後、明大と略記する）の本部は駿河台にある。明大周辺の地図を次

ページの図１上に、明大駿河台キャンパスの構内図（主要部）を図１下に示す。ウ

ィキペディアによれば、明治大学の略歴は次の通りである。 

近代国家を樹立する上で近代法制度の確立が最重要課題であった明治政府は、欧米諸法

の比較研究による新法典の編纂 及び近代法制度を理解しその運用にあたる官僚の養成 が

急務となっていた。こうした事項を担う機関として、1871 年（明治 4 年）9 月、司法省に

明法寮（後に司法省法学校となり、その後に東京帝大法学部となる）が創設された。 

1872 年（明治 5 年）7 月に第一期生 20 名が入学。その多くは後に裁判官・検察官として

明治期の日本の司法を支えることとなった。創立者の岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操はこの

20 名のうちの 3 名であり、日本で西洋近代法を習得した第一世代にあたる。また、この第

一期生の過半数が明治大学の創設に関与している。 

明治大学は、当時 20 代の青年法律家、岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操 の 3 人が 1881 年 1

月 17 日に設立した「明治法律学校」をその母体とする。1886 年 12 月には神田区駿河台南

甲賀町（現千代田区神田駿河台一丁目）の新校舎に移転し、法律学部・行政学部の 2 学部

を設置。1903 年に専門学校令による旧制専門学校となった際に「明治大学」に改称。1920

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-101.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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年 4 月に大学令により旧制大学となる。現在、大学本部が入る『リバティ・タワー』は、

世界の情報発信基地を目指し 2000 年に竣工。国土交通省による『都市景観大賞』などを

受賞している。以後、2004 年に『アカデミーコモン』、2006 年に『紫紺館』（校友会

館）、2013 年に『グローバルフロント』が完成した。 

 

 

図１．上：明大周辺の地図。本図は、２）のサイト/mより借用。 下：明大駿河台

キャンパスの構内図（主要部）。本図は、３）のサイト/lより借用。 

➀：リバティ・タワー、②：アカデミーコモン、③：紫紺館、④：グローバルフロ

ント、❶：岸本辰雄ホール（23F）、❹：陽だまり広場、❼：創立者レリーフ、銅像

の設置場所（Ⓐ：岸本辰雄像、Ⓑ：矢代操像、Ⓒ：宮城浩蔵像、Ⓓ：鵜澤聡明像）。 

  

➀ 

② 

③ 

④ 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

http://www.tokyosaka.sakura.ne.jp/chiyoda-otokoaka.htm
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
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 私は御茶ノ水駅から明大の方向に歩き、先ず「アカデミーコモン」の大きなビル

に行った。その正面入口には、「創立者レリーフ」があった（図１下の❼）。その

全景を図２上左に示す。これは、2011 年 10 月 28 年に、当地で執り行われた記念碑

除幕式の写真である。本碑の右側には、明大を創立した 3人の青年法律家、岸本辰

雄・宮城浩蔵・矢代操の肖像があり、左側には建学の精神「権利自由 独立自治」が

刻印されたレリーフ（書は三木武夫）があった。 

 本来なら、創立者の３先生の銅像と、明大出身で唯一人総理になった三木武夫の

銅像が、ここに設置されていてもおかしくない。しかし、銅像ではなくレリーフが

設置されているのは、明大の良識なのであろうか。 

  

 
図２．上左：記念碑除幕式の写真（2011 年 10 月 28 年）。本図は４）のサイト/lよ

り借用。上右：建学の精神「権利自由 独立自治」が刻印されたレリーフ（書は三

木武夫）。下：明大創立者のレリーフ。 

https://blogs.yahoo.co.jp/scganishii/65559352.html
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次に、私は「リバティ・タワー」に行った。その１階ホールは立入自由であった

が、そこには銅像はなかった。更に、私は 23 階の「岸本辰雄ホール」にも行ってみ

た（図３上）。そこは、見晴らし絶好な最上階のホールで、一面ガラス張りの大型

窓から、大都市・東京の街並みを見渡すことができた（図３下）。本ホールは「岸

本辰雄ホール」と呼ばれているが、本階には「宮城浩蔵ホール」も、「矢代操ホー

ル」もあった。これらの三ホールには、三先生の資料が展示されていたが、銅像は

設置されていなかった。（本文は、６ページに続く。） 
 

 

 
図３．上：「岸本辰雄ホール」の中央ドーム、下：本ホールから見た東京の街並み。

（赤い矢印は「東京ドーム」である。） 
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（３）陽だまり広場の創立者像 

  

   
図４．「陽だまり広場」に設置された岸本辰雄先生の胸像と台座に貼られた銘板。 
（設置場所は図１下のⒶ。） 
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 ５）のサイト/6は、明大を極めてよく紹介している。本サイトには、創立者の三

先生の胸像の鮮明な写真も掲載されている。私はこれらの像が「陽だまり広場」

（図１下の❹）に設置されていることを調査していたので、いよいよ本広場に入場

した。本広場で、先ず目につくのが岸本先生の胸像である（場所は図１下のⒶ）。

その写真と台座に貼られた銘板を図４に示す。 

 岸本先生の胸像は威厳があり、さすがに高名な北村西望の作品には迫力がある。

台座の正面には「創立者初代校長 法学博士 岸本辰雄先生」との名板が貼られて

いた。台座の側面には二枚の銘板が貼られていた。その一枚には「この胸像は関東

大震災により倒滅した校舎の復興を記念し 交友多数からの寄付金をもとに北村西

望氏に製作を依頼して昭和三年四月に建てたものである」と記されている。もう一

枚には「現在の胸像は最初の胸像が太平洋戦争中の金属供出により仮像にかえられ

ていたものを創立八十五周年にあたり交友山田熊男の寄付金によって昭和四十年十

月復元されたものである」と記されている。 
 上記の碑文とウィキペディアの記載より、岸本先生像の概要は次のようになる。 
創立者初代校長法學博士 岸本辰雄先生 
設置場所：東京都千代田区神田駿河台 1-1、明治大学駿河台キャンパス・陽だまり

広場（駿河台校舎リバティタワー） 

設置時期：初代は 1928 年４月、現在の２代目は 1965 年 10 月復元 

銅像製作者：北村西望（文化勲章受賞者、1884-1987） 
寄贈者：現在の像は明治大学創立 85 周年にあたり、校友山田熊男氏の寄付 
設置経緯：岸本辰雄（1851-1912）は鳥取藩出身。1872 年、新設の司法省明法寮

（後に司法省法学校）に第一期生として入学。ボアソナードらにフランス法を学び

1876 年卒業。1881 年、宮城浩蔵、矢代操らとともに明治大学の前身である明治法律

学校を創設、初代校長となる（岸本、宮城、矢代の三人が明大の学祖である）。 
 岸本像から見て、向かって右側にもう一体の胸像が設置されていた。その写真を

次ページの図５に示す。本像に近づいて台座の名板を見ると「創立者法學士 矢代

操先生」と書かれていた（図５上右）。胸像の裏には（図５下右）、「明治大学創

立者 矢代操（1852-1891） 平成拾参年五月吉日 富永直樹作」と彫られていた。 

６）のサイト/lには、次のように書かれている。 

陽だまり広場（駿河台校舎リバティタワー）には、三方から広場を囲むように、三人の明

治大学創立者の胸像が設置されている。岸本辰雄像は、関東大震災により壊滅した校舎の

復興を記念して、多数の校友からの寄付金をもとに、故北村西望氏（文化勲章受賞者）に

製作を依頼して 1928（昭和３）年４月に建てられた初代の胸像が、太平洋戦争中に政府の

金属供出命令により供出せられたため、石製の仮像として安置されていたが、明治大学創

立 85 周年にあたり、校友山田熊男氏の寄付金によって、1965（昭和 40）年 10 月復元され

たもの。2001 年 10 月に宮城・矢代の胸像完成に合わせて修復された。宮城浩蔵・矢代操

の胸像は、明治大学創立 120 周年および創立者生誕 150 年を記念して、先に建立されてい

た岸本辰雄像の製作者北村西望氏の愛弟子である富永直樹氏（文化勲章受賞者）の製作に

より、2001 年 10 月にこの地に建てられたものである。 

https://howlingpixel.com/i-ja/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://www.meiji.ac.jp/koho/information/meiji/hidamari.html
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図５．「陽だまり広場」に設置された矢代操先生の胸像と背面の銘 
（設置場所は図１下のⒷ。） 
 
上記の記事とウィキペディアの記載より、矢代先生像の概要は次のようになる。 

創立者法律學士 矢代 操先生 

設置場所：東京都千代田区神田駿河台 1-1、明治大学駿河台キャンパス・陽だまり

広場（駿河台校舎リバティタワー） 

設置時期：2001 年 10 月（明治大学創立 120 周年および創立者生誕 150 年を記念） 

銅像製作者：富永直樹（文化勲章受賞者、1913-2006） 
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設置経緯：矢代 操（やしろ みさお、1852-1891）は鯖江藩出身。1872 年、新設の司

法省明法寮（後に司法省法学校）に第一期生として入学。ボアソナードらにフラン

ス法を学び 1876 年卒業。1881 年、岸本辰雄、宮城 浩蔵らとともに明治大学の前身

である明治法律学校を創設（岸本、宮城、矢代の三人が明大の学祖である）。1890

年、貴族院書記官、貴族院議事課長に就任。 

 私は９月 14 日の銅像探索で宮城先生の銅像を発見できなかった。「見落としがあ

ったか。或いは、宮城像だけ移動されているかも知れない」と思い、私は９月 20 日

に明大を再訪した。陽だまり広場を再調査しても、矢張り宮城像はなかった。そこ

で、私はリバティタワー１階フロアーにある案内所に行って、そこにいたお姉さん

に尋ねた。 

私「私は定年後の趣味で、銅像を研究しています。陽だまり広場に宮城先生の銅像

がなかったのですが、本当にありますか？」 

案内嬢「あります。三先生の像が三方から広場を見て立っています。」 

私「そうですか。もう一度、見て来ます。」 

 私は、もう一度陽だまり広場に行ってみたが、矢張り宮城像はなかった。しかし、

よく見ると、広場の一角（図１下のⒸの場所）が、工事の塀で囲われていた。私は

「塀の中に宮城像があるかも知れない」と思い、塀の傍にいた監視員のおじさんに

尋ねた。 

私「この中に、銅像がありますか？」 

監視員「ありますよ。」 
私「中を少し見てもいいですか？」 

監視員「ちょっとだけなら、どうぞ。」 
私「ヤッパリ、銅像がありました。写真を撮ってもいいですか？」 

監視員「工事の人達が来たので、出て行って下さい。」 
私「遠くから来たのですから、ちょっと撮らせて下さい。」 
監視員「工事現場の撮影はだめです。10 月には工事が終わりますから、それからは

立入自由になります。」 
以上の経緯で、私は 10 月２日に、明大を再々訪した。１回目（９月 14 日）と２

回目（９月 20 日）の時は工事中であった場所が公開されていた。その写真を次ペー

ジの図６上に示す。そこには宮城像が設置されていた。本図と図４および図５とを

比較すると、宮城像の周辺が他の２像の周辺より立派なように感じられた。私は

「どうして宮城像はこのように優遇されているのであろうか？」との疑問を持った。 
宮城像の近接写真と銘板を図６下に示す。銘板には「創立者初代教頭 法律學士

宮城浩蔵先生」と記載されていた。又、像の背面には、図５下右と同様な製作者の

サインがあった。（本文は、９ページに続く。） 
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図６．上：宮城像の設置場所の周辺（設置場所は図１下のⒸ。）、下左：宮城 浩蔵

先生の胸像、下右：台座の銘板。 
 
上記の記事とウィキペディアの記載より、宮城先生像の概要は次のようになる。 

創立者初代教頭法律學士 宮城 浩蔵先生 
設置場所：東京都千代田区神田駿河台 1-1、明治大学駿河台キャンパス・陽だまり

広場（駿河台校舎リバティタワー） 

設置時期：2001 年 10 月（明治大学創立 120 周年および創立者生誕 150 年を記念） 
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銅像製作者：富永直樹（文化勲章受賞者） 
設置経緯：宮城 浩蔵（1852-1893）は天童藩出身。1872 年、新設の司法省明法寮

（後に司法省法学校）に第一期生として入学。ボアソナードらにフランス法を学び

1876 年卒業。1881 年、岸本辰雄、矢代操らとともに明治大学の前身である明治法律

学校を創設、初代教頭となる（岸本、宮城、矢代の三人が明大の学祖である）。

1890 年、第 1回衆議院議員総選挙で当選。 

 
（４）鵜沢聡明先生像 
 私は９月 14 日の銅像探索で宮城先生像が見つからなかったので、明大構内のあち

らこちらと銅像を探して回った。そうすると、山の上ホテル横の校門脇（図１下の

Ⓓ）に、鵜沢聡明先生の胸像が設置されていることを発見した。その胸像と銘板を

図７に示す。 

  
図７．左：法学博士鵜沢聡明先生像、右：台座の銘板。（設置場所は図１下の

Ⓓ。） 
 
 本銘板とウィキペディアの記載より、鵜沢先生像の概要は次のようになる。 
法学博士鵜沢聡明先生像 

設置場所：東京都千代田区神田駿河台 1-1、明治大学駿河台キャンパス・山の上ホ

テル横の門を入った庭（駿河台校舎リバティタワー裏庭） 
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設置時期：1961 年 10 月 

銅像製作者：石井滋（1912～1998） 

建設者：鵜澤総明先生顕彰会（会長：大野 伴睦） 

設置経緯：鵜澤 總明（うざわ ふさあき、1872-1955）は弁護士、政治家。千葉県長

柄郡（現・茂原市）に生れる。一高卒業後、1899 年東京帝大卒業後弁護士となり、

大逆事件、血盟団事件、相沢事件(永田鉄山暗殺事件)など多くの事件を担当。1908

年、衆議院議員に当選し、以後当選 6回。1927 年に大東文化学院（のちの大東文化

学院専門学校）総長に就任し、法学を講ずる。1928 年には貴族院議員に選ばれる。

財団法人明治大学と関わりがあり、1912 年に明治中学校初代校長（後の明治大学附

属明治中学校）、1934 年には明治大学総長に就任（５回務め、在任中に死亡）。極

東国際軍事裁判においては、日本側の弁護団長を務めた。 
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