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第 106 回 東京北区のゲーテ像と矢部像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 11 月５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。 

そこで、私は本年 10 月に103 回の記事/fを書き、東京都北区の女子栄養大学にあ

る香川省三・綾夫妻の銅像を紹介した。この記事を書く時、夫妻の恩師である東大

島薗教授のことも少し調べた。その結果、東大医学図書館には島薗順次郎記念財団

文庫があり、そこには島薗教授の胸像があることが分かった。しかし、私のような

外部の人間は、簡単には医学図書館に入場できない。 

また、文京区千駄木には島薗家住宅があり、ここは国登録有形文化財として第１

と第３の土曜日に一般公開を行っていることも分かった。２）のサイト/lには、本

住宅の紹介があり、居間には胸像が写っていた。私は「これは島薗教授の胸像か

な」と思い、一度訪問する予定にした。 

更に、103 回の記事/fを書く時に、女子栄養大学の近くにゲーテ記念館があるこ

とに気付いた。当館を検索してみると、３）のサイト /より、ここにはゲーテの胸

像があることを知った。ついでに、北区の銅像を調べると、４）のサイト/2より、

旧醸造試験所第一工場には矢部規矩治博士銅像があり、ここは東京文化財ウィーク

に特別公開されることを知った。今年の東京文化財ウィークは 10 月 26 日から 11 月

4 日までであった。 

以上の経緯で、私は島薗家住宅の公開日、ゲーテ記念館の休館日（日・月・祭

日）、および東京文化財ウィークを考慮して、本年 11 月２日（土）にこれらの場所

で銅像探索を行うこととした次第である。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）王子駅の周辺地図 
 次ページの図１上に、王子駅の周辺地図を示す。本図には旧醸造試験所第一工場

（赤レンガ酒造工場）の場所が記載されている。ゲーテ記念館は、「一里塚」交差

点を南に入った場所にある。ゲーテ記念館の周辺地図を図１下に示す。本図で、

（✚）が本館の場所である。 
 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-103.pdf
https://yasuhiko46b.at.webry.info/201604/article_2.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-103.pdf
https://thomasgittel.wordpress.com/2011/06/17/goethe-in-tokyo-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%86%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8/
http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852
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図１．上：王子駅の周辺地図 本図は、５）のサイト/0より借用。下：ゲーテ記念

館の周辺地図 本図は、６）のサイト/より借用。（✚）が本館の場所。 

 
 
（３）ゲーテ記念館のゲーテ像 
 私は 11 月２日に後楽園の小石川大神宮に参詣した後（本参詣は次回に書く予定）、

地下鉄南北線で西ケ原駅まで行った。駅から本郷通りを「一里塚交差点」まで数分

間歩くと、左に曲がる道路に「ゲーテの小路」との表示があった（次ページの図２

上の赤矢印）。この道路を南に約５分歩くと、右側に瀟洒な洋館があった。ここが

目指す「ゲーテ記念館」である（次ページの図２下の赤矢印）。 
（本文は、４ページに続く。） 

http://%EF%BC%95%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/stations/asukayama/map.html?width=650
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M04005/13117/0000002430_001im/
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図２．上：一里塚交差点からゲーテの小路への入口、下：ゲーテ記念館の外観。 



 4 

 

 
 
 図３上に当館の標石を示す。なお、当館の正式名称は「東京ゲーテ記念館」であ

る。当館の紹介は当館の公式サイト（７）のサイト/）が詳しい。当館の入場は無料

であるが、開館は 11 時からで、日・月・祭日は休館である。当館の入口を入ると、

１階は広いロビーになっていて、奥にゲーテの胸像が設置されていた（図３下を参

照）。次ページの図４に、当館のゲーテの像を示す。向かって右側の部屋が展示室

である。 
 

図３． 
上：東京ゲーテ記念館の標

石、 
下：記念館の１階ホール 

https://goethe.jp/
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図４．東京ゲーテ記念館のゲーテ像 
 
 ウィキペディア（東京ゲーテ記念館）と７）のサイト/より、ゲーテ像の概要は次

の通りである。 
ゲーテ像 
設置場所：東京都北区西ケ原２-３０-１、東京ゲーテ記念館１階ロビー、 

設置時期：不明 

銅像製作者：不明 
設置経緯：ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe、
1749 年 8 月 28 日 - 1832 年 3 月 22 日）は、ドイツの文豪、自然科学者、政治家。

茨城県出身の実業家・粉川忠（こがわただし、1907-1989）は熱心なゲーテ研究家で、

ゲーテの生誕 200 年にあたる 1949 年に財団法人東京ゲーテ協会を創設、東京都北区

王子で活動を開始した。1964 年に東京都渋谷区神泉町に初代東京ゲーテ記念館を竣

工した。1988 年に東京都北区西ヶ原に移転し、現在の東京ゲーテ記念館が完成。初

代館長・粉川忠の死後、その子息で映画評論家の粉川哲夫（1941-）が館長を継承。 
 なお、蛇足であるが、ゲーテ (Goethe) のドイツ語での発音は日本人には難しいこ

ともあり、日本語表記は、古くは「ギョエテ」「ゲョエテ」「ギョーツ」「グー

テ」「ゲエテ」など数十種類にものぼる表記が存在した。このことを諷して斎藤緑

雨（1868-1904）は「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」という川柳を詠んだ。 
 

https://goethe.jp/


 6 

（４）旧醸造試験所第一工場（赤レンガ酒造工場）の矢部規矩治像 
 私はゲーテ記念館から都電荒川線の滝野川一丁目駅まで歩き、そこから隣の飛鳥

山駅まで都電に乗った（ルートは図５上を参照）。飛鳥山駅から赤レンガ酒造工場

まで最短距離で歩いて行った。しかし赤レンガの建物は直ぐに見えたのであるが、

入口が分からない。結局、あちらこちら入口を探して大回りして、醸造試験所跡地

公園から赤レンガ酒造工場に行った。私の苦い経験から、赤レンガ酒造工場に行く

正しい道順は図５の説明文の下に記載した通りであることが分かった。 

 

 

 

図５． 
上：図１上の地図の一部 
➀：王子駅 
②：音無橋 

③：醸造試験所跡地公園入口 

④：赤レンガ酒造工場 
中：音無橋 

下：醸造試験所跡地公園入口 

赤レンガ酒造工場への道順 
➀王子駅→②音無橋→③公園入

口→④赤レンガ酒造工場 
 

➀ 

② 

③ 

④ 
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 私は、散々道に迷って跡地公園（図６上）から赤レンガ酒造工場（図６中）に到

着した。その写真を図６に示す。私の目論見では、11 月 2 日は公開日のはずであっ

図６． 
上：醸造試験所跡地公園入

口、 

中：旧醸造試験所第一工場

（赤レンガ酒造工場）の門

標、 

下：一般公開の案内。 
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た。ところが、門は閉まっていた。門の横の掲示板（図６下）には、東京文化ウィ

ークは 10 月 26 日から 11 月 4 日までであるが、本所の公開は 10 月 29 日から 11 月

1 日までであることが分かった。 

 

 
図７．矢部博士寿像 
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 醸造試験所跡地公園から金網越しに赤レンガ酒造工場に設置された胸像が見えた。

本像はネット記事の矢部博士寿像と同じであった。金網の目は比較的大きかったの

で、私は「これ幸い」と金網の間から望遠で本像を撮影した。その写真を図７に示

す。以上の理由で、鮮明な写真は撮れなかった。本像の前の説明板や台座にあるか

も知れない銘文の撮影は出来なかった。 
 旧醸造試験所第一工場（赤レンガ酒造工場）の紹介や写真、及び矢部規矩治博士

の紹介は次のサイトが優れているのでご覧下さい：８）のサイト/0、９）のサイト

/1、10）のサイト/、11）のサイト/2、及び12）のサイト/a。特に、矢部像に貼られ

ている銘文が12）のサイト/aに収録されているので、それを拝借して以下に示す。 
正三位勲二等農学博士矢部規矩治氏 

明治元年前橋市二出生シタリ明治二十七年東京帝国大学農科大学ヲ卒業シ明治 

二十九年大蔵省二奉職スルヤ或ハ大蔵省鑑定官トシテ又ハ関税訴願審査委員特 

許局審査官ト「シテ我国鑑定事務二関シテ多大ノ功績アリ更二明治三十六年醇造 

試験所設立準備委員ヲ命ジラルルヤ幾多ノ研究ヲ遂ゲテ同所ノ設立二参劃シ翌 

年其ノ設立成ルヤ事業課長トシテ醸造ノ学術技術二関スル研究ヲ計画指導シ大 

二斯界ノ発達二貢献スル処アリ昭和六年十二月退官スルマデ実二一二十有四年一 

意専心税務並二醸造界ノタメ尽痒シ其ノ間門下ヨリ数多ノ学者技術ヲ輩出セリ 

尚同氏ハ大正四年九月社団法人日本醸友会ヲ設立シ自カラ選バレテ会長トナリ 

醸造技術ノ研讃ヲ唱導シ或ハ醸造試験所商議員トシテ又ハ全国酒造組合中央會 

顧問トシテ酒造界ノ発達二尽スコト大ナリ実二氏ノ如キハ我国醸造界ノ先覚者 

タルト共二人格高潔ノ士トシテ後人ノ模範トスベキモノト謂フベシ昭和十一年 

門下生一同資ヲ蒐メテ同氏ノ寿像ヲ建設センコトヲ図リ居リシ際同年十月二日 

突如魏去セラレタリ時二享年六十九歳 

昭和十一年十一月二十日 矢部博士寿像建設會発起人 

 以上の資料より、矢部規矩治像の概要は次の通りである。 
矢部博士寿像 
設置場所：東京都北区滝野川２－６、旧醸造試験所 第一工場庭園 

設置時期：1936 年 11 月 20 日 

銅像製作者：大野明山（1896-1981） 
寄贈者：矢部博士寿像建設會 
設置経緯：矢部規矩治（やべきくじ、1868-1936）は前橋出身の農学者、官僚。1894

年、東京帝国大学農科大学を卒業。1895 年、世界で初めて清酒酵母を分離した。

1896 年、大蔵省に入省。1904 年の醸造試験場設立に尽力し、醸造技術の発達、また、

我が国の関税制度の確立に多大な功績を残した。1931 年の退官までの 34 年間、税

務並びに醸造界のために尽力し、門下より数多くの学者技術者を輩出した。 
 なお、13）のサイト/ 0と14）のサイト/0より、本像の制作者の大野明山の略歴は

次の通りである。  

http://massneko.hatenablog.com/entry/2017/11/08/000000
https://plaza.rakuten.co.jp/chiroaka/diary/?ctgy=21
https://plaza.rakuten.co.jp/chiroaka/diary/?ctgy=21
https://bunkaisan.exblog.jp/27639919/
http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/92/5/92_5_367/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/92/5/92_5_367/_pdf/-char/ja
https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221872237922098&id=369010349874962&substory_index=0
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002293355-00
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大野明山（1896-1981）は出雲市出身の彫刻家。木彫を荒川嶺雲、上京して近代彫刻の大

家・高村光雲、さらに吉田芳明に学びました。1941 年まで日本美術院展覧会（院展）に連

続入選しかしながら、戦争の激化で出雲へ帰郷し、晩年は悠々自然を友とした。 

 また、日本醸造協会のＨＰ（15）のサイト/k）には次のような記載がある。  
独立行政法人酒類総合研究所東京事務所にあった旧醸造試験所第一工場（通称「赤煉瓦酒

造工場」といいます。）は、明治 37 年（1904 年）の試験所の創設以来、酒類の醸造試験、

酒類醸造講習の実習工場として活躍してきました。建物は、明治期の貴重な赤煉瓦建築物

として平成 26 年（2014 年）12 月に国の重要文化財に指定されています。 

 
（５）文京区千駄木の島薗家住宅 
 私は赤レンガ酒造工場で矢部博士寿像を撮影した後、JR 王子駅から JR 西日暮里

駅に行き、地下鉄に乗り換えて千駄木駅で下車した。当駅の近くに島薗家住宅があ

る。16）のサイト/lによれば、島薗家住宅（東京都文京区千駄木 3-3-3）は登録有

形文化財(建造物)である。千駄木駅の周辺地図を図８に示す。本図で、島薗家住宅

は➀の場所にある。 
 

 

図８．千駄木駅の周辺地図 本図は、17）のサイト/7より借用。 
➀：島薗家住宅（東京都文京区千駄木 3-3-3）の場所。 

 
 次ページの図９に、島薗家住宅の写真を示す。私が当家に行った日は公開日であ

ったので、300 円の入場料を払って見学することが出来た。戦前の政治家や実業家

の邸宅のように超豪華ではなかったが、一般庶民の家に比べればはるかに上回って

いた。私は「こんな家に生まれていたら、もっと良い研究成果を挙げて、ノーベル

賞を取れたかも知れない」と羨ましく思った。銅像に関しては、現在の当家には銅

←千駄木駅 

➀ 

http://www.jozo.or.jp/redbrick
http://tatemono-ouendan.org/page007.html
http://www.music-mdata.com/maps/direction.aspx?st=2800506&i=11207
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像は置いてなかった。これも、銅像探索の空振りの一例であるが、このような地道

な努力が重要である。 
 

 
図９．島薗家住宅（東京都文京区千駄木 3-3-3） 
 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/index.html 

２）のサイト：https://yasuhiko46b.at.webry.info/201604/article_2.html 

３）のサイト：https://thomasgittel.wordpress.com/2011/06/17/goethe-in-

tokyo-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%86%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8/ 
４）のサイト：http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852 
５）のサイト：

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/stations/asukayama/map.html?width=65

0 
６）のサイト：

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M04005/13117/0000002430_001im/ 
７）のサイト：https://goethe.jp/ 

８）のサイト：http://massneko.hatenablog.com/entry/2017/11/08/000000 

９）のサイト：https://plaza.rakuten.co.jp/chiroaka/diary/?ctgy=21 

10）のサイト：https://bunkaisan.exblog.jp/27639919/ 

11）のサイト：http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://yasuhiko46b.at.webry.info/201604/article_2.html
https://thomasgittel.wordpress.com/2011/06/17/goethe-in-tokyo-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%86%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8/
https://thomasgittel.wordpress.com/2011/06/17/goethe-in-tokyo-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%86%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8/
http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/stations/asukayama/map.html?width=650
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/stations/asukayama/map.html?width=650
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M04005/13117/0000002430_001im/
https://goethe.jp/
http://massneko.hatenablog.com/entry/2017/11/08/000000
https://plaza.rakuten.co.jp/chiroaka/diary/?ctgy=21
https://bunkaisan.exblog.jp/27639919/
http://massneko.hatenablog.com/entry/2015/10/24/110852


 12 

12）のサイト：

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/92/5/92_5_367/_pdf/-

char/ja 

13）のサイト：https://ja-

jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221872237922098&id=36901034987496

2&substory_index=0 

14）のサイト：https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002293355-00 

15）のサイト：http://www.jozo.or.jp/redbrick 

16）のサイト：http://tatemono-ouendan.org/page007.html 

17）のサイト：http://www.music-

mdata.com/maps/direction.aspx?st=2800506&i=11207 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/92/5/92_5_367/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/92/5/92_5_367/_pdf/-char/ja
https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221872237922098&id=369010349874962&substory_index=0
https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221872237922098&id=369010349874962&substory_index=0
https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221872237922098&id=369010349874962&substory_index=0
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002293355-00
http://www.jozo.or.jp/redbrick
http://tatemono-ouendan.org/page007.html
http://www.music-mdata.com/maps/direction.aspx?st=2800506&i=11207
http://www.music-mdata.com/maps/direction.aspx?st=2800506&i=11207

