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第 126 回 千代田区の高橋是清像と新宿区の坂本貢像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年７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（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。 

私は武漢肺炎が流行し外出を自粛していたが、流行が少し下火になったので、銅

像探索を再開している。６月 11 日には、大田区の市村清像と品川区の水木弘圓像を

探索し、その探索記を123 回の記事/fに記載した。６月 20 日には、中野駅前に行き

柳萬治像を探索し、その探索記を124 回の記事/fに記載した。 

６月 26 日に、私は田園調布に行って、聖フランシスコ像と林春雄像を探索し、そ

の探索記を前回の記事/fに記載した。私は田園調布からの帰りに、千代田区霞が関

の特許庁にある高橋是清像と、新宿区四谷三栄町の坂本貢像を探索した。本稿はそ

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。 

 

図１．霞が関にある特許庁の周辺地図 本図は、２）のサイト/mより借用。 

① 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://ktymtskz.my.coocan.jp/denki/k7.htm
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（２）千代田区霞が関の特許庁にある高橋是清像 

 周知の通り、高橋是清（1854-1936）は６度目の蔵相在任時に、二・二六事件にお

いて、赤坂の自宅二階で反乱軍の青年将校らに胸を６発撃たれ、暗殺されたことで

有名である。高橋は総理（在任：1921-1922）としてよりは、名蔵相として評価が高

かったが、陸軍省所管予算の削減を図っていたために恨みを買っており、襲撃の対

象となった。 
 高橋是清の銅像が高橋是清翁記念公園（東京都港区赤坂七丁目 3番 39 号の自宅

跡)に設置されていることは有名で、本像は１）のサイト/に勿論収録されている。

しかし、もう１体の是清像が特許庁本庁舎１階ロビーに設置されている（３）のサ

イト/e）。後者の像は１）のサイト/に収録されていないので、今回の探索先に選ん

だ次第である。図１に、霞が関にある特許庁本庁舎の周辺地図を示す。 

 私が理研在職当時は、科学技術庁、文部省、外務省などの官庁に仕事のためによ

く行っていたが、入構は殆ど自由であった。しかし、最近はセキュリティ強化のた

め、外部の者が入構するのは非常に不自由になっている。４）のサイト/lによれば、

特許庁の入館方法は以下のように書かれていた。 

特許庁では、セキュリティ強化対策の一環としてセキュリティゲートを設置しています。

入館時には、正面（南口、外堀通り沿い）玄関の受付での「一時通行証」の貸与を受け入

館することとなりますので、御理解と御協力をお願いいたします。受付に少しお時間をい

ただきますので、時間に余裕を持って御来訪ください。 

私は「銅像撮影のために入構許可を得るのは困難だろう。もし、銅像がセキュリ

ティゲートの前にあれば、警備員に交渉して、撮影が出来るかもしれない」と思い、

ともかく特許庁本庁舎（図１を参照）に行ってみた。庁舎の玄関を入ると、セキュ

リティゲートが直ぐにあり、ゲート前には銅像は設置されていなかった。 

 玄関とゲートの間の狭い空間には警備員が数名いて、私が玄関に入って周囲を観

察していると、一人の警備員が直ぐにやって来て、「何ですか？」と聞いてきた。

私はこの手の警備員に慣れているので、「高橋是清さんの銅像を拝見できます

か？」と正直に来意を伝えた。「庁内の紹介がないとダメです」と言われることを

予想していたが、彼からは「いいですよ。入構カードを記入して、一時通行証を貰

って下さい」との意外に親切な回答が得られた。 

 そこで、私は入構カードに「入構目的は、その他（銅像見学）」と記入して、一

時通行証が交付された。セキュリティゲートを入ると、広々とした１階ロビーがあ

った。私は「銅像はどこなか？」とキョロキョロしていると、一人の警備員が近づ

いて来て、「銅像の場所にご案内しましょう」と声をかけてくれた。私は「ここは

お役所なのに、警備員たちは何と親切なんだろう」と大変感激した。 
 １階ロビーに展示されていた高橋像とその説明書の写真を次ページの図２に示す。

本像の周辺の採光状態は悪く、フラッシュを焚いて撮影する必要があった。また、

銅像はフラッシュ光を妙に反射するので、鮮明な写真は得られなかった。台座正面

には「高橋是清翁像」との銘文があった。台座には、建立時期や銅像作者に関する

記載は全くなかった。銅像横の説明書には、是清氏の経歴の記載はなく、日本の特

許制度との関係のみが書かれていた。是清氏は有名人なので、特許庁としては、こ

のような説明が必要十分なのであろう。 
（本文は、４ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/
https://tokugikon.smartcore.jp/jpo_picture
https://tokugikon.smartcore.jp/jpo_picture
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.jpo.go.jp/introduction/access/map.html
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図２．上：高橋是清翁像、下：銅像横の説明書。 
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 銅像横の説明書には、次のように書かれていた。 

高橋是清（1854-1936） 
明治 17 年 6 月 9 日（初代）商標登録所長  

明治 18 年 4 月 20 日（初代）専売特許所長 
わが国の今日の特許制度に堅い基礎を築いたのは故高橋是清氏であって、同氏は明治 7 年

ころから、この問題に着目した。その後明治 14 年農商務省が新設され、高橋氏もその吏

員として職を奉ずるや、同氏は、専ら商標および特許制度の研究と、その法規の作成とに

従事した。そして多くの苦心を重ねて、明治 18 年漸く専売特許条例を完成し、その施行

とともに初代専売特許所長に就任した。後年の名蔵相、後の首相は、かくてまた、わが国

特許制度史の第１ページを飾る功労者であった。（なお、明治 17 年は 1884 年である。） 

 

（３）工部大学校阯の碑 

 私は特許庁で高橋像を探索した後、地下鉄虎ノ門駅に戻った。その途中で（図１

の①地点）、「工部大学校阯」の碑が目に留まった。その写真を図３に示す。また。

その横に設置されていた説明文の写真を次ページの図４に示す。 

 

 

図３．工部大学校阯の碑 （設置場所は、図１の①地点） 
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図４．工部大学校阯碑の説明文 

 

 工部大学校阯碑の説明文には、次のように書かれていた。 

工部大学校阯碑 

千代田区指定文化財 

1993 年（平成５年）４月１日指定 

 1873 年（明治６年）、この地に工学分野における人材育成を目的とした工学校（工学寮

内に設置）が開校します。1877 年（明治 10 年）には、工学寮が工部大学校と改称されま

した。工部大学校では、土木・機械・造家などの学科が諸外国から招聘された外国人教師

によって教授されました。 

 1886 年に帝国大学と合併し、本郷（現在の文京区）に移転します。跡地は、帝室博物館

などに使用されますが、1923 年（大正 12 年）の関東大震災で建物は倒壊してしまいまし

た。 

 そこで、工部大学校出身者たちは、倒壊した建造物の煉瓦などを利用して、1939 年（昭

和 14 年）に「工部大学校阯碑」を建設しました。この碑は、日本最初の工業技術教育機

関が設置された場所とともに、関東大震災による被害の歴史を伝えています。 

 「林久治の HP」の私の回想２/l欄に、私は次のように書いた。 

徳島市伊賀町にある我家の墓所には、「工学士・林正枝君の墓碑」と題する石碑がある。

本墓碑によれば、林正枝（はやし・まさえ：男性）の略歴は次の通りである。 

文久３年（1863 年）林重十郎の長男として出生。 

明治１４年（1881 年）工部大学校（東大工学部の前身）入学。林家は東京に移住。 

明治２０年（1887 年）工部大学校卒業（専門は農業土木）。東京農林学校教授。 

明治２３年（1890 年）名古屋にて吐血入院（肺結核）。 

明治２４年（1891 年）徳島にて５月３０日に死亡。 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/M-2.html
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当時の学士号は、現在の博士号より遥かに権威があった。太平洋戦争の終戦前までは、

肺結核は不治の病であった。墓碑では一家の期待を一身に背負っていた正枝の早世を大い

に悼んでいる。 

 林家では、当主の重十郎が明治２２年（1889 年）に他界した。その後を追うようにして、

跡取り息子の正枝が明治２４年（1891 年）に肺結核で亡くなってしまった。母子家庭とな

った林家は、東京から徳島市に帰ってきた。その後、明治２６年（1893 年）に林家では娘

のキクに、近藤五郎治を婿養子に迎えた。近藤五郎治は大野村（現・阿南市）出身で、小

学校教師であった。この夫婦には、二人の娘が生まれた。 

 林五郎治夫婦の長女であるミサヲは、撫養町（現・鳴門市）の真田米吉（商家の

次男）を婿養子に迎えた。林米吉となった私の祖父は、徳島市通町に進出して「林

塗物店」を開業した。当店はかなり繁盛して、劇場の天井に広告を出すまで発展し

た。徳島県神山町の「寄井座」に、「林塗物店」の天井広告が現在も保存されてい

る。その写真を図５に示す。（画像提供：ＮＰＯ法人グリーンバレー) 

 

  

図５．徳島県神山町の「寄井座」に保存されている「林塗物店」の天井広告 

 

 林米吉夫妻には子供が生まれず、真田サヨコ（米吉の兄の長女）を養女に貰った。

林サヨコは中野島村（現・阿南市）出身の小学教師・田上實（自作農の三男）を婿

養子に迎えた。1942 年１月３日に、林實夫妻には目出度く長男が生まれた。林家で

は、1863 年の正枝誕生から４世代目・79 年ぶりの男子誕生の慶事であった。この男

児が何を隠そう、私（林久治）である。 

もし、林正枝が早世しなければ、明治時代に偉業を達成して、今頃は銅像が出来

ているかも知れない。もっとも、そうなっていれば、私や私の子孫はこの世に存在

しなかったことになる。工部大学校卒業生で活躍した例としては、田辺 朔郎（1861 

- 1944）がいる。彼は、卒業論文で琵琶湖疎水を設計し、1883 年の卒業と同時に疎

水建設の責任者となった。疎水完成後、彼の立派な銅像が蹴上疏水公園に建立され

ている。 

 兎も角、林家の遺伝子は林ミサヲで途絶えているが、私には林家の歴史が伝わっ

ているのであろうか。私は幼少の頃から「私は、林正枝の生まれ変わりだ」と思い、

「林正枝がやれなかったことを、私が代わりに実現しよう」と心に誓った次第であ
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る。林正枝が 1887 年に工部大学校を卒業し、東京農林学校（現・東大農学部）の教

授に就任してから、現在まで 133 年が経過している。林正枝は「お国のために、こ

れから頑張ろう」と意気揚々と出発した途端に、不幸にも肺病で亡くなってしまっ

た。従って、現在では彼の資料は殆ど残っていない。私が発見した唯一の資料が

５）のサイトに掲載されている。本記事の 74 ページに、次のような記載がある。 

表‐６ 東京農林学校教授職員録（林業関係） 

身分       氏名   担当科目 

教授（1888-89） 林正枝  測量、土木 

 図６には、工部大学校の周辺地図（明治 16 年測量「五千分一東京図」より）を示

す。本校は東京市内の中心部にあったのである。さらに、本校の建物は西洋風の煉

瓦造りで、文明開化の象徴であった。 

 
図６．工部大学校の周辺地図 （明治 16 年測量「五千分一東京図」より。本図は

６）のサイト/E より借用。） 

 

（４）新宿区四谷三栄町東京医療専門学校の坂本貢像 
 私は工部大学校阯碑を見た後、地下鉄虎ノ門駅から四谷駅に行った。次ページの

図７上に四谷駅周辺地図を示す。駅前にある東京医療専門学校に、坂本貢像が設置

されていることが調査済であった。（本文は、９ページに続く。） 

https://hirano-tomiji.jp/archives/category/%E9%95%B7%E5%B4%8E
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図７．上：四谷駅周辺地図、（緑色で示された建物が、東京医療専門学校四谷本部

校舎である。本図は７）のサイト/sより拝借） 下：本校２号館の玄関前。 

 

https://www.kuretake.ac.jp/t_therapeutic/about/access
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図８．左：東京医療専門学校四谷本部２号館玄関前に設置された坂本貢像、右：台

座正面の銘板 

 図７下には、東京医療専門学校四谷本部２号館玄関前の写真を示す。そこには１

体の胸像が設置されていた。図８左にはその近接写真を、図８右には台座正面の銘

板を示す。銘板には「創立者 坂本貢先生」と書かれていた。また、台座側面には、

坂本先生の経歴が貼付されていた。その写真を次ページの図９に示す。本文には、

次のように書かれていた。 
本学の創立者である坂本貢先生は、明治三十一年九月十日山梨県山梨市に坂本家の長男と

して誕生された。 
先生は少年時代より、人々の健康を守る医学者になる夢を持ち続けられ、多くの有名無名

の日本の医学の先達と交流された。その中で明治維新以来、重要な伝統医学である鍼灸医

学には体系的教育機関が皆無に等しいことを痛感され、学校設立を計画された。その実現

には非常な苦渋苦難と時間を必要としたが、その努力の甲斐あり、大正十五年十月東京市

四谷区塩町の地に東洋温灸医学院を創立された。戦中戦後の動乱期にも先生のたぐいまれ

な指導力により学校は維持・発展を続け、多くの鍼灸医学家を輩出した。 
また、昭和二十九年には時代の要請を受け、柔道整復科を設置し、かつ、熱海市に東京高

等鍼灸学校の分校として呉竹マッサージ学校を設立された。 
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昭和四十八年九月、薬石効なく歿せられるまで、多くの後進を育成され現在の呉竹学園の

礎を築かれた。 
先生はその五十年に及ばんとする活動の中で鍼灸マッサージ柔道整復の教育のみならず、

私立専門学校の振興のためにも大いに力を発揮され、東京都各種学校総連合会の初代会長

及び日本鍼灸師会会長などの重職を歴任された。 
先生のその業績に対しては、勲五等瑞宝章他、多くの功労賞が授けられた。 
この度呉竹学園創立七十周年記念にあたり、呉竹会一同は先生のご遺徳を偲び、その業績

を永く讃えるために、先生の胸像を建立することとした。 
平成七年十月吉日 学校法人呉竹学園 東京医療専門学校 
呉竹会一同 代表 山岡巳義 

 
図９．台座側面に貼付された坂本先生の経歴 
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 以上の資料などにより、坂本像の概要は次のようになる。 
坂本貢先生像 
場所：新宿区四谷三栄町 16-12 東京医療専門学校２号館玄関前 
建立時期：1995 年 10 月（創立七十周年記念） 
制作者：不明 

設置経緯：本学の創立者である坂本貢先生（1898-1973）は山梨県山梨市の出身。先生は

少年時代より、人々の健康を守る医学者になる夢を持ち続けられ、その中で明治維新以来、

重要な伝統医学である鍼灸医学には体系的教育機関が皆無に等しいことを痛感され、学校

設立を計画された。1926 年東京市四谷区塩町の地に東洋温灸医学院を創立された。戦中戦

後の動乱期にも先生のたぐいまれな指導力により学校は維持・発展を続け、多くの鍼灸医

学家を輩出した。1954 年には時代の要請を受け、柔道整復科を設置し、かつ、熱海市に東

京高等鍼灸学校の分校として呉竹マッサージ学校を設立された。先生はその五十年に及ば

んとする活動の中で鍼灸マッサージ柔道整復の教育のみならず、私立専門学校の振興のた

めにも大いに力を発揮され、東京都各種学校総連合会の初代会長及び日本鍼灸師会会長な

どの重職を歴任された。先生の業績に対しては、勲五等瑞宝章他、多くの功労賞が授けら

れた 

 坂本先生の経歴は、本像の碑文の他には資料が見られない。従って、先生の出身

学校や鍼灸医学を学ばれた経緯は不明である。日本では欧米の学問や技術を導入さ

れた先生方が高く評価され、彼らの経歴に関しても多くの資料が残されている。そ

れに対して、坂本先生のように日本の伝統を守られた先生方の評価は低く、余り資

料が残されていないのは残念である。 
 
（５）林春雄先生紹介の補充 
 前回の記事/fで、私は林春雄先生の紹介を行った。その時、原稿の容量の都合で、

紹介しきれなかった部分があった。本稿では少し容量に余裕があるので、林春雄先

生紹介の補充を以下に記載する。 
 前回の記事/fの図 10 に、雑司ヶ谷霊園にある林家墓誌の写真を紹介した。そこ

には、次のように書かれていた。 

林家先祖代々諸霊 

林春雄   昭和 27 年 1 月 1 日没享年 77 歳 

林絹子 春雄妻 大正 9 年 5 月 7 日没享年 35 歳 

林輝茂 春雄絹子長男 昭和 5 年 6 月 25 日没享年 25 歳 

林越路 春雄妻 昭和 54 年 3 月 14 日没享年 88 歳 

林秋義 春雄三男 平成 3 年 5 月 8 日没享年 81 歳 

林露子 秋義妻 平成 12 年 1 月 27 日没享年 85 歳 

林巌雄 春雄四男 平成 17 年 9 月 26 日没享年 83 歳 

工藤明子 春雄四女 平成 25 年 10 月 6 日没享年 86 歳 

 上記の記載から分かることは、次の事項である。 

①林春雄先生（1874-1952）は 46 才の時、先妻の絹子さん（1885-1920）を 35 才で亡くし

た。絹子さんとの間に生まれた輝茂さんも早く亡くなっている。お気の毒である。 

②林春雄先生は、越路さん（1891-1979）と再婚されたが、再婚時期は不明。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
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③林秋義さん（1910-1991）は春雄先生の三男であるが、母親は誰でしょうか？墓誌から

見ると、越路さんのようである。もしそうなら、春雄先生は先妻の存命中に、後妻となる

越路さんを妊娠させたのであろうか？ 

④本墓誌には、春雄先生の次男の記載がない。多分、他家に養子に行ったのであろう。 

⑤それ故、三男の秋義さんが林家を相続して、露子さんと結婚して林泰義さん（1936-）

や林のり子（1938-）たちが生まれ、春雄先生の旧宅に住んでおられたのであろう。 

私は、『人事興信録』データベース・第 8版 [昭和 3(1928)年 7 月]の中に、林春

雄の項（８）のサイト/7）を発見した。その記述を以下に示す。 

林春雄 位階・勲等・功級：正四位、勳二等 

住所：東京、麻布、飯倉三ノ一五 

職業：醫學博士、東京帝國大學教授、醫學部長 

生年月日：明治七年二月 (1874) 

親名・続柄 ：二宮巖橿の二男   

家族 

妻 越路 明二三、四生、東京、土田新太郞妹 

男 輝茂 明三九、九生 

女 正子 大元、一二生 

記述部分：君は愛知縣士族二宮巖橿の二男にして明治七年二月を以て生れ先代茂雄の養子

となり大正八年家督を相續す明治三十一年東京帝國大學醫科大學を卒業し同三十三年同大

學助教授に任じ同四十二年同教授に進む其間藥物學硏究の爲獨逸に留學を命ぜられ同三十

五年歸朝後京都帝國大學福岡醫科大學助教授に任じ同三十八年醫學博士の學位を受け東京

帝國大學教授に任ぜられ大正四年傳染病硏究所長に補せらる現時東京帝國大學教授にして

醫學部長たり 

家族は尚三男秋義（明四二、一〇生）二女孝子（大五、六生）四男嚴雄（同一一、五生）

三女明子（昭二、一生）養子はま（大三、六生、東京、土田政次郞孫）あり 

二男春忠（明四一、四生）は愛知縣人二宮三雄の養子となれり 

以上の資料より、林春雄先生は二宮家から林家に養子に入り、春雄先生の二男の

春忠さんは林家から二宮家に養子に入ったことが分かる。林秋義さんの母親は依然

として不明である。また、10）のサイト/lには、以下の記載がある。 

1945 年 8 月 6 日に広島に、続いて 8 月 9 日に長崎に原爆が投下された。当初、新型爆弾と

された爆弾の正体が国民に明かされるのは終戦後である、新型爆弾が原子爆弾であったこ

とが判明する迄の過程は、広島原爆戦災誌に記述されている。1945 年 9 月に文部省学術研

究会議によって、原子爆弾の災害を総合的に調査研究するために原子爆弾災害調査研究特

別委員会が設立され、委員長には学術研究会議会長林春雄（東京帝国大学名誉教授）が就

任した。調査研究特別委員会は、物理化学地学科会（委員長：西川正治）、生物学科会、

機械金属学科会、電力通信科会、土木建築学科会、医学科会、農学水産学科会、林学科会、

獣医学畜産学科会で構成された。その物理化学地学科会には物理班（仁科芳雄）・化学班

（木村健二郎）・地学班（渡辺武男）が設けられた。 

 私共のような理研出身者は「仁科先生が原爆被害の調査をした」と理解していた

が、仁科調査会は組織的には林委員会の下部機関であったのである。 

 

 

http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who8-18047
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/2004Ishi-no-kioku/00/000400.html
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