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第 110 回 初冬東京の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 12 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/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。 

私は 11 月 10 日に東京で銅像探索を行い、108 回の記事/fでは新宿の野村夫妻像

を、前回の記事/fでは町田の玉川学園の銅像を紹介した。12 月４日は小春日和であ

ったので、私は東京の銅像探索を行った。今回はその探索記である。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）千代田区日比谷公園のル－パロマ－ナ像 

 

図１．日比谷公園の地図 本図は２）のサイト/lより借用。➀は本像の設置場所。 

➀ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-108.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-109.pdf
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/map037.html
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 図１に、日比谷公園の地図を示す。ル－パロマ－ナ（ローマの牝狼）像は本図の

➀地点に設置されていた。私は 1960 年に徳島市の高校を卒業し、現役で東京の大学

に入学した。入学早々に安保闘争が激化し、私も日比谷公園大音楽堂前の決起集会

に何回も参加した。私は 59 年ぶりに日比谷公園を訪れたが、当時の記憶はなく、平

和な初冬風景が眼前に展開していた。本園の心字池の写真を図２上に示す。 

 

 

図２．上：心字池、下：ル－パロマ－ナ像。（設置場所は図１の➀地点。） 
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 日比谷公園はかなり広大であったが、私はネット（３）のサイト/語）で「ル－パ

ロマ－ナ像はテニスコートと第一花壇の間にある」ことを調べていたので、本像を

容易に発見することが出来た。本像の周辺写真を図２下に示す。図３には、本像の

全体と双子の部分を示す。 

 

 

 

図３．上：ル－パロマ－ナ像の全景、下：ル－パロマ－ナ像の双子部分。 

http://www.tokyo-park.or.jp/park/view/pdf/hibiyaguide_japan_20161020.pdf
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 図３上の背景に本像の説明板が写っている。そこには、次のように書かれている。 

ル－パロマ－ナ（ローマの牝狼） 

この彫像は、昭和 13 年（1938 年）にイタリアから東京市に寄贈されたもので、ローマ建

国の大業を成し遂げたロムルス、レムス兄弟の有名な伝説に基づいた像です。幼い兄弟は、

祖父を殺し王位を奪ったアムリウスによってチベル河に流されましたが、忽然と現れた一

匹の牝狼に助けられ、その乳を飲んで成長し、成人した兄弟は祖父の仇を討ちローマを統

一したと言われています。 
 上記の説明だけを読んでも説明不足で、本像を見た人には次のような疑問が残る

であろう。➀ローマ建国の経緯。②本像の制作者は誰か？③製作時期はいつか？④

本像がイタリアから東京市に贈られた理由。 
疑問➀に関しては、世界史の解説に色々と書かれている。ウィキペディア（ロー

マの建国神話）の記載を簡潔に以下に記載する。 
トロイアとギリシアのアカイア人の諸都市が約 10 年間戦ったトロイア戦争で、アイネ

イアースらトロイア勢は奮戦するが、アカイア側のトロイの木馬の計によってトロイアは

陥落し、多くのトロイア人が命を落とした。アイネイアースは息子のアスカニオスらと共

に落城するトロイアを脱出した。 

アイネイアースらは行く先々で色々な事件に遭遇し、ついにイタリアのティベレ川の河

口（図４の Latini 地方）に到達した。アイネイアースは以前の予言により、そこが建国

すべき約束の地であることを確信した。そこはラテン民族の王ラティヌスが治めていた。

アイネイアース一行はラティヌスに歓迎された。そしてラティヌスは彼の娘であるラウィ

ニアを外国から来た男に嫁がせなければならないという予言も受けていたため、アイネイ

アースにラウィニアを嫁がせることを決めた。 

 

図４．ローマ建国以前のラテン地方 本図は、ウィキペ：ディア（ラティウム同

盟）より借用。➀：ラウィニウム、②：アルバ・ロンガ、③ローマ。 

➀ 

② 

③ 
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この結婚を巡って色々の争いが起こったが、最後にはアイネイアースはこの地にラウィ

ニウム（図４の➀）を建設した。アイネイアース亡き後、息子のアスカニオスが王位につ

いた。その後、継母ラウィニアの助けで順調に統治を進めていたアスカニオスは王位につ

いて数十年後にしだいに人口が多くなってきたラウィニウムをラウィニア（と彼女の実

子）に譲って自身は山地にアルバ・ロンガ（図４の②）を建設した。 

その後のアルバ・ロンガでは、ヌミトル王の時代に、王弟アムーリウスが王位を簒奪し

た。アムーリウスは兄ヌミトルを幽閉し、彼の息子を殺し、彼の娘・シルウィアをウェス

タの巫女に任命し、自身の権力基盤を固めていった。シルウィアは処女であるべき巫女の

身でありながら、妊娠した。交わった相手は軍神マルスとされる。その後、シルウィアは

男児の双子を出産した。ロムルスとレムスである。（この神話は、マリアの処女懐妊とよ

く似ている。世界各地に、日本でも、処女が神の子供を妊娠した話は多い。） 

これを知ったアムーリウスは、シルウィアを投獄し、双子をティベレ川に流すように命

令した。双子が漂着したところに山からやって来たメスの狼が近づき、双子に乳を与えた。

また、キツツキは食料を与えた（キツツキはマルスの聖鳥）。ロムルスとレムスが 18 歳

に成長した時、紆余曲折の末、アムーリウス王を殺害した。ヌミトルは王位に返り咲き、

シルウィアは牢獄から解放された。 

祖父を再びアルバ王に就けたロムルスとレムスはアルバではなく、自分達の育ったパラ

ティーノの丘（図４の③）に新しい都市を建てようとした。人口過剰やヌミトルの勧めも

あって（ヌミトルは二人を厄介払いをしようとしたという説もある）、二人は夫々の支持

者を連れてパラティーノの丘に向かった。しかし、新都市の建設を巡ってロムルスとレム

スの二人に対立が生じ、結局はロムスがレムルスを殺して、ローマを建国した。ロムルス

がローマの王位に就いたのは紀元前 753 年 4 月 21 日とされ、これがローマ建国日となっ

た。（なお、記紀では神武天皇が即位したとされる日は、紀元前 660 年 1 月 1 日〔旧暦〕、

2 月 11 日〔新暦〕となっている。勿論、このような神話上での建国日は象徴的で、史実で

はないことは暗黙の了解事項である。） 
疑問②と③に関しては、４）のサイト/lに次のような記載がある。 

ローマ市庁舎の左右に建つ２つの宮殿がカピトリーニ美術館。１５世紀に教皇シスト４世

が所有していた古代彫刻をラテラノ宮から移して市民に公開したのが始まり。一般に公開

された世界最古の美術館なんだそうです。カピトリーノの牝狼は、ローマの建国神話を描

いた有名なブロンズ像。捨てられた双子のロムルスとレムスが狼によって育てられたとい

うシーンを表している。この像は元々は前５世紀のエトルリア時代の作とされていました

が、その後、双子は１５世紀の作、最近では狼も中世の作ではないかと言われるようにな

っているそうです。しかし、狼が双子に乳をやるという姿の像は前３世紀には既に造られ

ていたとの記録もあり、古いモデルがあったのは間違いないでしょう。 

疑問④に関しては、５）のサイト/に次のような記載がある。 

イタリア・ローマから東京に贈られた、二体の雌狼像があります。寄贈された時期は 1938

年・2001 年と 63 年も異なりますが、原像を同じくするレプリカで、「日比谷公園」と

「味の素スタジオ」にあります。雌狼は二人の幼児（ロムルス、レムス）に自分の乳房を

含ませ乳を飲ませています。建国神話の英雄に乳を飲ませる、この雌狼像は、ローマ市の

シンボルとされ、市内各所に見られるとのことです。これらの雌狼の原像は、ローマ市の

カピトリーノ美術館に収蔵されています。日比谷公園内の像は、昭和 13 年（1938）にイ

タリアから東京市に寄贈されたもので、時代背景として日独伊三国同盟があります。味の

素スタジアムの像は、2001 年 11 月に、東京都・ローマ市友好都市提携５周年および「日

本におけるイタリア 2001 年」を記念して、ローマ市から東京都へ寄贈されたものです。 

http://isekineko.jp/italy-capitolini.html
http://shinshizo.com/2014/03/%E4%B9%B3%E6%88%BF%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%9F%E5%83%8F/
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 日比谷公園の本像の設置経緯は、現在では明確には記載されていない。それは、

日独伊三国同盟の記念に設置されたことは明白である。正確には、日独伊三国防共

協定が 1937 年 11 月 6 日にローマで署名された。この協定は、1940 年（昭和 15

年）9月 27 日にベルリンで調印された日独伊三国間条約に発展している。従って、

本像は 1937 年末に締結された日独伊三国防共協定の締結を記念して、1938 年にイ

タリアから東京に贈られたのであろう。第二次世界大戦で敗れた枢軸国側の記念物

は、戦後に殆ど壊されているので、本像は設置理由を曖昧にして、現在まで日比谷

公園に温存されていたのであろう。 
 

（３）千代田区神田神保町の有斐閣・江草夫婦座像 
 私はネット散策で、有斐閣本社に創業者の江草夫婦の銅像があり、全音楽譜出版

社に創業者の島田貞二の銅像があることを知った。これらの銅像は日本の銅像探偵

団/lのサイトに収録されていないので、これらの銅像も探索した。先ず、有斐閣の

江草夫婦像を紹介する。有斐閣本社は千代田区神田神保町二丁目 17 番地にある。当

社の周辺地図を図５に示す。場所は有名な救世軍ビルの横であった。 

 
図５．有斐閣本社の周辺地図 本図は、６）のサイト/lより借用。 
 
 本社ビルの１階ロビーはショー・ルームとなっていて、立入自由であった。その

写真を次ページの図６上に示す。 当社のショー・ルームには当社の出版関係の資

料が展示されていたが、本室の奥に創業者の江草斧太郎・茂登夫妻の座像が置かれ

ていた。その写真を次ページの図６下に示す。７）のサイト/7、８）のサイト/7、

及びウィキペディア（有斐閣）によれば、江草斧太郎氏と有斐閣の略歴は、次の通

りである。 
 江草斧太郎 （えぐさ・おのたろう：1857－1908）は埼玉県忍藩の下級武士の出身。

1874 年に上京して書店の店員となり、1877 年に独立して古書店を創業。1879 年に、

現在の「有斐閣」の名称に改め、出版業に転進。「有斐閣」は文系図書出版の老舗

で、「六法全書」で有名である。なお、妻・茂登さんの生年と没年は不明。 
（本文は、８ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://www.yuhikaku.co.jp/static/company/index.html
https://kotobank.jp/word/%E6%B1%9F%E8%8D%89%E6%96%A7%E5%A4%AA%E9%83%8E-1058757
http://www.kandagakkai.org/noren/page.php?no=37
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図６．上：有斐閣本社ビル１階ロビーのショー・ルーム入口、 
下：有斐閣創業者の江草斧太郎・茂登夫妻座像。 
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 社名の有斐閣の出典は「大学」で、努力し学に励んだ衛の武公の徳を「有斐君

子」と讃えたことから。「武公のように学者と一心同体となって努力精進するよう

に」という創業者の師（嵩俊海）の助言による。９）のサイト/0によれば、嵩俊海

の略歴は次の通りである。 
嵩俊海 （かさみ・しゅんかい：1837－1919）は、生地・武蔵(むさし)比企郡(埼玉県)の

浄土真宗了善寺の住職。江戸で大沼枕山(ちんざん)に漢詩をまなぶ。郷里で春桂塾をひら

き,漢学,歴史,文章の 3 科をおいた。国学の権田直助,和歌の井上淑蔭(よしかげ)とともに

埼玉の三学者と称された。字(あざな)は啓要。号は古香。 

 現在の有斐閣は社員 85 名ではあるが、千代田区神田神保町に立派な本社を構えて

いる。京都市左京区には京都支店がある。二代目以降の店主・代表取締役社長は、

二代目・江草重忠、三代目・江草四郎、四代目・江草忠充、五代目・江草忠敬、六

代目・江草貞治と、大手企業にも買収されず、同族経営が続いているようだ。 
 
（４）新宿区 上落合にある全音楽譜出版社の島田貞二像 
 私は有斐閣の江草夫婦像を探索した後、全音楽譜出版社の島田貞二の銅像に向か

った。本像は、地下鉄東西線の落合駅前にある。落合駅の周辺地図を図７に示す。

この図に書かれている通り、落合駅の４番出口から早稲田通りに出ると、全音楽譜

出版社（ZEN-ON）のビルが直ぐに見えた。その写真を次ページの図８上に示す。 
 

 
 
 私は ZEN-ON ビルの周辺を探索したが、銅像を発見することが出来なかった。仕方

がないので、本ビルの玄関（図８下）に入ってみた。すると、向かって右側に１体

の銅像が設置されていた。その写真を 10 ページの図９に示す。本像の台座に「創立

者島田貞二氏之像」という銘板が貼られているのみであったので、本像の設置時期

や製作者名は不明である。 
（本文は、10 ページに続く。） 

図７．地下鉄東西線落合駅

の周辺地図  
本図は、10）のサイト/よ

り借用。全音楽譜出版社の

住所は、新宿区 上落合二

丁目 13-3 である。 
 

https://kotobank.jp/word/%E5%B5%A9%E4%BF%8A%E6%B5%B7-1064930
https://www.zen-on.co.jp/corporate/map/
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図８．上：全音楽譜出版社（ZEN-ON）ビル、下：ZEN-ON ビルの玄関。 
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図９．創立者島田貞二氏之像 
 
 私は島田貞二氏の略歴と全音楽譜出版社の概要を調べてみた。11）のサイト/lに、

島田貞二氏の情報が次のように記載されている。 
島田 貞二（しまだ・ていじ：1906 年 2 月 11 日〜1988 年 10 月 27 日）は東京都出身で、全

音楽譜出版社 創業者・元社長。 

ZEN-ON の HP（12）のサイト/）には、本社の概要が次のように記載されている。 
弊社の沿革は、創業者島田貞二による印刷業の創業（1931 年）に始まり、第二次世界大

戦後は一時期、小・中・高等学校の音楽教科書の発行を行うことに伴う個人経営から株式

会社への発展的改組（1947 年 9 月 13 日）を経て現在に至っております。 

創業以来、音楽は、楽譜と楽器と演奏者が一体となって創り出すものという基本的な考

えから、楽譜、楽器の区別なく、とりわけ教育現場で必要とされるマテリアルとして適当、

https://straw-wara.net/category/economics/year_1906.html
https://www.zen-on.co.jp/corporate/
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かつ、真正であり、安全、良質なものを常時供給できるよう心掛けております。また、専

門家の方々のご要望にも広くお応えできるよう、質の高い豊富なコンテンツのカタログ構

築を心掛けております。オリジナル楽器の開発と普及、海外の良質ブランドの仕入と販売

なども重要な活動の一環と位置づけており、それは楽譜にも共通なものといえます。 

楽譜を発行することの第一義的な目的は、演奏家に音楽情報を提供し、かつ、演奏の実

現に寄与することとの考えから、その内容はクラシック、ポピュラ− にかかわらず、また、

時代や地域を超えた広い範囲のものを対象としておりますが、同時に、私どもは、後世に

伝えるべきわれわれと同時代の音楽作品を出版し、それらを広く国内外に紹介することが、

日本の楽譜出版社として最も大切な使命のひとつであると考えております。 

 有斐閣の経営は、1877 年の創業から現在まで、江草家の同族経営が維持されてい

る。一方、楽譜出版の老舗である ZEN-ON は、2014 年に河合楽器に買収されてしま

った。2014/3/21 付の日経新聞（13）のサイト/）は次のように報道している。 

河合楽器製作所は 20 日、楽譜出版や楽器製造・販売を手掛ける全音楽譜出版社（東

京・新宿）を買収すると発表した。買収額は非公表だが、十数億円程度とみられる。同社

は全国の楽器店に販売網を持っている。河合楽器は商品の大半を直営店で取り扱っており、

今後は全音楽譜出版社の販路も活用する。全音楽譜出版社は 1931 年に設立。クラシック

音楽を中心に楽譜出版界で強いブランド力を持つ。鍵盤ハーモニカや木琴、リコーダーな

どの楽器も製造しており、小中学校や楽器店に販売している。2013 年 9 月期の売上高は

44 億円。（従業員は 120 名。） 
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