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第 114 回 東京都のベルツ像、島園像、および徳富像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年１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（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。 

私は昨年の 12 月 24 日に東大農学部で銅像探索を行い、111 回の記事/fでその探

索記を記載した。2020 年の新年を迎え、私は 1月２日に池上本門寺に初詣に行き、

そのついでに大田区の銅像探索を行った。112 回の記事/fと前回の記事/fで、その

探索記を記載した。 

111 回の記事/fで東大農学部の銅像探索を記載したが、東大には銅像が沢山ある

（図１を参照）。そのなかで、屋外の銅像は色々なネット記事で紹介されている。

しかし、屋内にはもっと多くの銅像が設置されているが、東大の殆どの建物は、部

外者立入禁止の表示がある。それをかい潜るには、建物のロビーまで入ってみるこ

とや、図書館などの受付で撮影依頼をすることなどの方法がある。先日の東大農学

部の探索では、３号館ロビーにある２銅像の撮影に成功したが、農学部図書館では

館内撮影は禁止であった。 

私は１月 10 日に、東大で銅像探索に再度挑戦した。本稿はその探索記である。ま

た、大田区の徳富蘇峰像の探索記も記載する。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。 

  

図１．東大本郷キャンパスにある主な銅像。本図は、２）のサイト/lより借用。 

総合図書館 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-111.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-112.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-113.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-111.pdf
http://rekigun.net/original/travel/statue/statue-08.html
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（２）東大総合図書館の銅像 

最近、私は東大の図書館では卒業生に入館証を発行してくれることを知った。そ

こで、私は１月 10 日に卒業証書の原本を持参して、総合図書館で入館証の申請をし

た。「卒業生だと、銅像撮影を許可されやすいのではないか」と考えた次第である。

図２に総合図書館の写真を示す。しかし、私の期待に反して、総合図書館の受付の

おばさんに「館内は撮影禁止です」と言われてしまった。 

 

図２．東大総合図書館 本図は、３）のサイト/より借用。 

 

 私は事前調査で、３階閲覧室入口にパスツールの胸像とヴィクトル・ユゴーの胸

像が設置されているのを知っていた。ともかく３階に行ってみると、両像は確かに

あった。４）のサイト/3から借用した両像の写真を図３に示す。両像を見た感じで

は、白っぽくて銅像らしくないが、叩いてみると金属音がした。 

  

 

図３．東大総合図書館３階閲覧

室入口に設置された銅像 
左：パスツールの胸像 

右：ヴィクトル・ユゴーの胸像 

本図は、４）のサイト/3から借

用 

http://tsuji-office.com/general_library-3/
https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/about/history/relic/relic_3
https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/about/history/relic/relic_3
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 ４）のサイト/3は、「歴史を語るものたち」と題して、両像を次のように説明し

ている。 

➀Pasteur, Louis（1822.12.27-1895.9.28） 

この胸像は、ヴィクトル・ユゴーの胸像と対をなして置かれています。詳しい由来は分か

りませんが、台座に「Don de l'Université de Paris. 1933」と書かれているところをみ

ると、関東大震災後この図書館に寄せられた、パリ大学からの援助の証なのでしょう。こ

のときの、最大の援助者はアメリカのロックフェラー財団でしたが、その他に世界の 25

カ国から支援が寄せられています。 

②Hugo, Victor（1802.2.26-1885.5.22） 

パスツールの胸像と対をなして置かれています。"Les misérables"の作者として知られて

いる、フランスが誇る詩人・小説家です。 

 なお、５）のサイト/lによれば、本館に加藤弘之像もあるようだ。今回、私が探

索した限りでは本像は見当たらなかったので、本像の探索は次の課題である。 

 

（３）医学部図書館の銅像 

 私は事前調査で、医学部図書館には玄関ロビーにヒポクラテス像があり、館内に

はベルツ像と島園像があることを知っていた。本館の写真を図４に示す。ヒポクラ

テス像は他のサイトに収録されているので、本像があることにを確認して、撮影し

なかった。  

 

図４．医学部図書館の写真 本図は、６）のサイト/lより借用。 

 

 総合図書館で発行して貰った入館証で本館に入ると、閲覧室にベルツ像が設置さ

れていた。そこで、私は受付のお姉さんに本像の撮影をお願いした。彼女は傍にい

た上司に相談して、「銅像だけならいいですよ。人の顔は写さないで下さい」と許

可してくれた。私は嬉しくなって、「定年退職後に、銅像撮影を趣味としておりま

すから」と言い訳をした。撮影したベルツ像と台座の説明文を次ページの図５に示

す。 

 

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/about/history/relic/relic_3
http://www.utp.or.jp/book/b299270.html
https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/guide/medical
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図５．医学部図書館のベルツ

像 
上：本像と説明文、 
中：台座の銘板、 
下：台座に貼られて説明文。 
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 図５に示すように、台座の銘板には「Erwin von Bälz 1849 bis 1913」と彫られ

ていた。説明文には次のように書かれていた。 

ベルツ先生晩年の像 ベルツ先生の生地 BIETIGHEIM の市長、マイ氏より日本国際医

学協会・石橋長英博士を通じ東京大学に寄贈された 1963 年 5 月 3 日 

なお、ウィキペディアによれば、ビーティッヒハイム（Bietigheim）は、シュトゥ

ットガルト近郊の小都市である。 

 

図６．御殿下グラウンドの傍にあるベルツ像（左）とスクリバ像（右） 

本図は、７）のサイト/2より借用。 

 

 御殿下グラウンドの傍（場所は図１を参照）には、立派なベルツ像とスクリバ像

が設置されている。その写真を図６に示す。７）のサイト/2は、両像について、次

のように説明している。 

エルヴィン・ベルツ （1849～1913） 

建立：1907 年、製作：長沼守敬 

ベルツは、ドイツ人の医師・医学者で、1876 年に来日。最初は東京医学校で生理学と薬物

学を教えましたが、翌年の東京大学医学部発足に伴って内科学の教壇に立ちます。当時の

医学教育は、まだ日本人教授が足りなかったため外国人教授に期待するところが大きく、

ベルツは産婦人科学まで任されていたそうです。教授職は 1902 年に退きましたが、その

まま日本に留まり、宮内庁侍医も務めました。1905 年帰国。1913 年没。 

ユリウス・スクリバ （1848～1905） 

建立：1907 年、製作：長沼守敬 

スクリバは、1881 年から東京大学医学部で外科の教鞭を執った（眼科・皮膚科も担当）ド

イツ人医学者です。ベルツ同様、当時、日本人教授が不足していた状況で外科教育の発展

https://sakamichi.tokyo/?p=13982
https://sakamichi.tokyo/?p=13982
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に残した功績は大きく、退職後は聖路加病院の外科主任も務めましたが、1905 年、57 歳

の若さで亡くなりました。 

両像は台座を備えた胸像で、1907 年に日本医学界への貢献を称えて建立されました。画

家・彫刻家の長沼守敬の製作です。ほぼ同時期に東大に在籍し教壇に立った２人の像は、

並んで御殿下グラウンド脇に設置されています。像の解説文には「内科学外科学を教授指

導しわが国近代医学の真の基礎を築いた恩人」とあります。 

 ベルツ像を撮影して閲覧室を少し歩くと、島園像も発見した。受付嬢に再度お願

いして、本像も撮影した。その写真を図７に示す。 

  

図 7．島園順次郎先生の胸像 

 

 ５）のサイト/lより、本像の概要は次の通りである。 

設置場所：東京大学医学部図書館１階閲覧室 

制作時期：1936 年 11 月（台座背後に記載：還暦祝） 

制作者：昭和十一年十一月赤塚作（本体背後に記載） 

http://www.utp.or.jp/book/b299270.html
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設置経緯：島薗順次郎（1877-1937）は和歌山県出身で東大医学部第一内科教授。

1904 年に医科大学を卒業したあと、陸軍二等軍医として日露戦争に従軍した。1911

年にドイツに留学し、内科学を学び、1913 年に帰国、岡山医学専門学校教授を経て、

1916 年より京都帝国大学教授を務めていた。1924 年に、退官した三浦謹之助のあと

を継いで、第一内科学教室教授となった。1933 年から 1937 年まで病院長も務めた。

現在、医学図書館には島薗順次郎記念財団文庫が設けられている。島薗先生は森鴎

外の脚気病原体説に対抗して、「脚気はビタミン B1 の欠乏症である」と学説を証

明したことで有名。女子栄養大学を創設した香川綾夫妻は島薗先生の弟子。 

なお、５）のサイト/lには「赤塚秀雄は経歴不詳」と書かれているが、８）のサイ

ト/l（日本近現代医学人名辞典、泉孝英編 p.7）によれば赤塚秀雄の略歴は次の通

りである。 

赤塚秀雄（1894-1988）は大正 11 年東京帝大卒。生化学、内科を経て、昭和３年 10 月東

京・神田小川町にて開業（赤塚医院）。斎藤素巌（彫刻家、芸術院会員）に師事。昭和 13

年二科会員。戦後、東郷青児と協力し二科会再建に尽力。多数の胸像を製作。医学関係で

は、島薗 順次郎教授、塩田広重教授（東大外科）、慶松勝左衛門教授（東大薬学）、吉岡

弥生夫妻（東女医大）、香川綾夫妻などがある。赤塚徹（小児科・画家、1923-2007）の

父。 

 

（４）大田区の徳富蘇峰像 

 私は 1月２日に池上本門寺に初詣に行き、そのついでに大田区の銅像探索を行

った。112 回の記事/fと前回の記事/fで、その探索記を記載した。その時、大森駅

前の山王草堂記念館にある徳富蘇峰像まで行けなかった。１月 16 日に都心に用事が

あったので、その後に徳富像の探索を行った。山王草堂記念館の周辺地図を図８に

示す。 

 

 

図 8．山王草堂記念館の周辺地図 本図は、９）のサイト/lより借用。 

 

http://www.utp.or.jp/book/b299270.html
https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-112.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-113.pdf
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1809380023/index.html
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 JR 大森駅から山王草堂記念館までは徒歩で約 15 分とのことであるが、私は横着

をして東京都のシルバーパスを利用してバスで行く計画を立てた。大森駅には東口

と西口にバスの乗場があり、東口には京浜バスの整然としたバス乗場がある。一方、

西口には東急バスの乗場があるが、各方面行きの乗場が駅前通り（図８の八景坂）

に点在している。10）のサイト/fには、大森駅発の東急バスの路線が記載されてい

る。その図の一部を図９に示す。本図によれば、大森駅から馬込銀座に行くバスは、

森 07 系統と森 08 系統がある。当日、私が大森駅西口に降りてみると、バス停の案

内図は見当たらず、結局は山王口から馬込銀座までバスに乗った。 

 

図９．大森駅発の東急バスの路線図の一部 本図は、10）のサイト/fより借用。 

 

 私は馬込銀座でバスを降りたが、バス停付近には山王草堂記念館に行く案内図が

なかった。そこで、私はポケット地図を頼りに、本館を目指したが、道順はなかな

か分からなかった。私は帰りに、山王二丁目のバス停前に、次ページの図 10 上に示

すような案内を発見した。本館に行くには、山王二丁目でバスを降りるのが正道ら

しい。 

 私は、馬込銀座のバス停から山王草堂記念館を目指した。あちらこちらを右往左

往して、やっとその所在地を見つけて、図 10 下に示すような蘇峰公園案内図の「現

在地」に到着した。 

（本文は、11 ページに続く。） 

https://www.tokyubus.co.jp/route/routemap/pdf/07_ikegami.pdf
https://www.tokyubus.co.jp/route/routemap/pdf/07_ikegami.pdf
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図 10．上：山王草堂記念館の案内標、下：蘇峰公園案内図。 
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図 11．上：山王草堂記念館と徳富像、下：山王草堂の説明 
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 蘇峰公園は小高い丘の上にあり、徳富蘇峰の旧宅址で、その中に山王草堂記念館

が建っていた。図 11 上に示すように、記念館の前庭に徳富像が設置されていた。ま

た、記念館の玄関に、図 11 下に示すような山王草堂の説明板があった。本説明文に

は、次のように書かれていた。 

 山王草堂は徳富蘇峰が 1924 年から 1943 年まで暮らした邸宅です。蘇峰は 1886 年に故

郷の熊本から上京すると、赤坂の勝海舟の借家、青山に建てた「青山草堂」と住まいを変

えました。1921 年 12 月に文化施設の青山会館の建設計画を発表すると、青山の土地を会

館建設のために提供しました。そして、1922 年に蘇峰は大森山王の仮住まいに移り、1924

年の晩春に山王草堂を落成して、暮らし始めたのです。 

 山王草堂の土地は、1900 年頃に蘇峰が新聞に掲載された売地の広告を見つけ、父の徳富

淇水の保養のために購入した約 1300 坪の雑木林でした。また、山王の邸宅の建築の際に

は、青山の旧宅の部材が多く使われました。 

 屋敷内には母屋以外にも、蘇峰が蒐集した書籍類を収蔵する「成簣堂文庫（せいきど

う）」、仮住まいのために建てられた「一枝庵（いっしあん）」、蘇峰の次男の萬熊（ま

んくま）が集めた遺物などを保管する「牛後庵」がありました。 

 

図 12．徳富蘇峰の胸像 
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図 13．上：徳富蘇峰胸像の背面、下：徳富蘇峰胸像（初代）の台座 

 

 図 12 には徳富蘇峰胸像の正面を、図 13 上には同像の背面を、図 13 下には庭園に

あった初代胸像の台座を示す。現銅像の台座には「徳富蘇峰」としか書かれていな

い。（筆者は不明である。）背面には「蘇峰猪一郎先生 昭和三十三年十一月佳日 

高村泰正作」と刻まれている。（猪一郎は蘇峰の本名である。）初代胸像の台座正
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面には「蘇峰菅原正敬」と刻まれている。（菅原正敬は蘇峰の筆名の一つであ

る。）初代胸像の台座背面には「謹呈 徳富蘇峰先生 昭和三年五月十五日 徳富

蘇峰文章報国四十年祝賀」と刻まれている。 

図 11、図 13、およびウィキペディアなどの資料から、徳富像の概要は次のように

なる。 

設置場所：東京都大田区山王蘇峰公園・山王草堂記念館の前庭 

制作時期：1958 年 11 月（初代像は 1928 年 5 月 15 日建立） 

制作者：高村泰正 

設置経緯：徳富蘇峰(1863〜1957) は熊本県出身。明治から昭和期にかけて活躍した

ジャーナリスト、評論家。1885 年にキリスト教受洗。1887 年に日本最初の総合雑誌

「国民之友」を主宰・創刊。1890 年に「国民新聞」を発刊。当初は平民主義を主張

したが、後に皇室中心の国家主義思想家として活動。山王草堂は蘇峰が 1924 年から

1943 年まで暮らした邸宅。なお、作家の徳富蘆花（1868-1927）は実弟。 

 なお、私は103 回の記事/fで、高村泰正の略歴を次のように記載した。 

高村泰正：1908 年愛知県生まれ。彫刻家を志して高村光雲らに師事。仏像や肖像、裸像な

ど幅広い制作活動を展開。各種展覧会で入選を果たし、作品が皇室に買い上げられるなど、

精力的に活躍した。故郷の英雄・徳川家康公没後 350 年祭を記念して 1965 年に製作され

た家康像（愛知・岡崎公園）は氏の代表作としてよく知られている。 
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