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第 170回 品川区の石橋湛山像とモース像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 10月 16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。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。東京五輪―パラの開催期間には、東京都の感染者数は 4-5千人/日と

なったが、閉会すると二千人以下に収まっている。やはり、五輪の影響が絶大だっ

たのは明白である。 

9月 25日は急に涼しくなり、東京都での患者数も 300人/日程度に激減している

ので、久しぶりに銅像探索を行った。場所は小平市の曙光園に設置されている相良

丰光（さがら・よしみつ）像である。本像の探索記を167回の記事/fに記載した。東

京都と全国での患者数は益々減少傾向が続いている。そこで、政府は全国各地に発

せられている緊急事態宣言を 10月 1日から解除すると決定した。これで、武漢肺炎

の猖獗が収まれば、ガースー首相のお手柄である。 

私は 9月 29日に原宿の「ブラームスの小径」にブラームス像と港区芝学園の渡辺

海旭像を探索し、その探索記を168回の記事/fに記載した。最近、ネット記事を見て

いると、１）のサイト/に収録されていない銅像が、練馬区に加藤貞壽像や品川区に

石橋湛山像（２）のサイト/）があることを発見した。一方、１）のサイト/に収録

されている有名な銅像で、その詳細が記載されていない像も多い。前回の記事/fで

は、加藤像と港区芝公園のペルリ像（１）のサイト/に収録）の探索記を書いた。 

10月 10 日以来、東京都での患者数は 100 人/日以下になり、このような急激な減

少は好ましいが、原因が不明である。本稿は、石橋像と品川区のモース像（１）の

サイト/に収録）の探索記である。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の

注釈や意見は青文字で記載する。 

 

（２）立正大学の石橋湛山像 

 立正大学品川キャンパス（品川区大崎 4-2-16）の周辺地図と構内図を次ページの

図１上と図１下に示す。なお、立正大学には熊谷キャンパスがあり、そこにも石橋

湛山像が設置されている。 

 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-167.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.ris.ac.jp/150th/next_stage/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-169.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．上：立正大学品川キャンパスの周辺地図、本図は、３）のサイト/lより借用。

下：構内図、①：石橋湛山像。本図は、４）のサイト/lより借用。 

 

 ウィキペディアによれば、立正大学の略歴は次の通りである。 

学校法人立正大学学園は、1580年（天正 8 年）に設立された日蓮宗僧侶の教育機関（飯

高檀林）を淵源とし、400年以上の歴史を有する。1872 年（明治 5年）、東京芝二本榎に日

蓮宗小教院を設立し、これをもって立正大学創立の起点としている。 1924 年（大正 13

年）に大学令により旧制大学として開学した。仏教学は元より、心理学、歴史学、地理学の

① 

http://2017.shin-eiken.com/join/join_venue.html
https://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shinagawa_campus.html
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研究にも力を入れており、心理学部を首都圏の大学で最初に設置し、史学科は日本の私大で

最古の歴史を持つ。特に考古学は、早くから仏教考古学の分野を開拓して、わが国の考古学

界に独自の地位を占めている。地球環境科学部を国内で最初に立ち上げ、そこに属する地理

学科は国内最古の歴史を持つ。 なお、2021 年（令和 3年）には 9つ目の教育研究組織とな

るデータサイエンス学部を設置した。 

大学の名称は日蓮の代表文書である『立正安国論』に由来する。日蓮が真の持経者として

社会に貢献する生き方を実践できたのは、日本の柱・日本の眼目・日本の大船になるという

若き日の誓願に基づく「三つの誓い」を立てたためであるということが、流罪地の佐渡で著

した『開目抄』に表現されているとして、第 16代学長の石橋湛山（後の第 55代内閣総理大

臣）が、これを現代風に言い換えたものを建学の精神としている。立正精神は次の三つの誓

いに現されています。 

一、真実を求め至誠を捧げよう 

一、正義を尊び邪悪を除こう 

一、和平を願い人類に尽そう 

 私は、10 月 10日の朝、五反田駅から東急池上線に乗り換え、大崎広小路駅から

本学の品川キャンパスに行った。当日は日曜日で、「本学の門が閉まっているかも

しれない」と心配していたが、幸い正門は開いていて、部外者の構内立入は自由で

あった。この点で本学に好感を覚えた。構内は東京の一等地に立派なビルが立ち並

び、「本学の財政は大変豊であろう」と思えた。宗教法人には税制優遇があるから

であろうか？私は正門から入り、階段を上がると二階部分のピロティに石橋像を発

見した（図１下の①地点）。その写真を図２に示す。 

 

 

図２．立正大学の二階ピロティに設置された石橋湛山座像 （図１下の①地点） 
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図３．左：石橋湛山座像、右：石橋像横の石碑 

 

 図３左に石橋湛山座像、図３右に石橋像横の石碑を示す。石碑には次のように書

かれていた。 

石橋湛山（1884-1973年）は、明治から昭和にかけて活躍したジャーナリスト、政治家でし

た。 

1884 年（明治 17年）、日蓮宗僧侶杉田日布（身延山第 81世）の長男として東京市に生ま

れ、父の郷里である山梨県の寺院で僧風教育を受けて育ちました。1907（明治 40）年に早

稲田大学哲学科を首席で卒業後、1911（明治 44）年に東洋経済新報社に入社し、主幹や社

長を務めます。国際経済の観点から植民地政策を批判した「小日本主義」は、独自の平和主

義として異彩を放ちました。戦後、1946（昭和 21）年に第一次吉田内閣の大蔵大臣として

政界に進出すると、さらに通産大臣としても活躍し、1956（昭和 31）年には第 55代内閣総

理大臣に就任します。しかし、残念ながら翌年 1 月に病に倒れ、職を辞しました。それでも、

日中米ソ平和同盟構想を提唱するなど、国際平和実現への意欲は衰えませんでした。 

1952（昭和 27）年には、戦災から復興を期す立正大学に懇請され、第 16代学長に就任しま

す。学園財政が逼迫する中、16年にわたって「理想の大学」実現のために活躍しました。

みずから教壇に立ち、数々の講演をおこない、新校舎建設や熊谷キャンパス開設も実現させ

ました。 
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「真実を求め至誠を捧げよう。正義を尊び邪悪を除こう。和平を願い人類に尽そう。」とい

う建学の精神も、石橋学長時代に定められたものです。日蓮聖人の三大誓願の根本思想は、

この建学の精神を経て、現在へと継承されています。 

 本像の除幕式の様子は２）のサイト/に、次のように書かれている。 

150 周年記念事業の一環として製作された石橋湛山学長像の除幕式を（2021 年）2月 17日

品川キャンパスにおいて執り行いました。石橋湛山は「日本のケインズ」と称され、政治・

経済・ジャーナリズムと各方面で大きな功績を残しました。1952～68 年の長きにわたり学

長（第 16代）を務め、本学の総合大学化に尽力されました。銅像は本学園の象徴として制

作し、品川・熊谷・馬込（中学・高等学校）キャンパスに設置されました。 

また、除幕式の動画は、５）のサイト/Qで視聴できます。 

 

図４．本像の背面に刻まれた制作者のサイン 

 

 本像の制作者については、本像の背面に図４に示すようなサインがあった。これ

は「Ikegawa」と判読される。６）のサイト/lには、次の記載がある。 

竹中銅器＞東京都の製作実績＞石橋湛山先生之像＞原型作者：池川 直 

また、７）のサイト/1によれば、池川氏の略歴は次の通りである。 

池川/直：1958(昭和 33)年香川県高松市香西に生まれる。1981(昭和 56)年筑波大学芸術専門

学群卒業。1983(昭和 58)年筑波大学大学院修士課程芸術研究科修了。1992(平成 4)年鹿児島

大学教育学部助教授(現・教授)となる。1994(平成 6)年日展に「道」を出品、特選受賞。

1995(平成 7)年白日会会員。現在、社団法人日展委嘱、社団法人日本彫刻会会員、白日会会

員、社団法人初等教育研究会会員、美術科教育学会会員。 

 以上の資料などにより、石橋像の概要は次の通りである。 

石橋湛山先生之像 

設置場所：東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学品川キャンパス 

設置時期：2021年 2月 17日除幕式 開校 150周年記念事業の一環 

制作者：竹中銅器、原型作者：池川直（1958-、高松市生まれ、筑波大学卒、鹿児島大学教

授） 

設置経緯：石橋湛山先生（1884年 9月 25日 - 1973 年 4月 25日）は日蓮宗僧侶・杉田湛誓

（身延山 81世）の長男として東京市芝区に生まれる。早大を卒業後、ジャーナリストを経

て政界に入る。第 55 代内閣総理大臣（1956 年 12月 23日 - 1957 年 2月 25 日）。立正大学

学長（1952 年 12月-1968 年 3月）。 

本像と同じ銅像が、東京都大田区の立正中学校・高等学校と埼玉県熊谷市立正大学熊谷キャ

ンパスにも設置されている。 

 

 

https://www.ris.ac.jp/150th/next_stage/
https://www.youtube.com/watch?v=uHN7fNHbFAQ
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5982.html
https://www.amazon.co.jp/%E6%B1%A0%E5%B7%9D%E7%9B%B4%E5%BD%AB%E5%88%BB%E9%9B%86%E2%80%951976-2000-%E6%B1%A0%E5%B7%9D-%E7%9B%B4/dp/4491016801
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（３）大森貝塚遺跡庭園のモース像 

 大森遺跡庭園（品川区大井 6-21-6）のモース像は大変有名で、１）のサイト/に

は勿論収録されている。しかし、その詳細は記載されていないので、私は 10月 15

日に本像の探索に出かけた。図５上に JR 大森駅から大森遺跡庭園までの地図を示す。

その間に、大森貝墟碑が設置されている場所がある。今回は、大森貝墟碑の紹介は、

紙面の容量がオーバーするために省略するので、詳細は参考資料をご覧下さい。 

 

 

図５．上：JR大森駅から大森遺跡庭園までの地図、 本図は８）のサイト/lより借

用。下：モース博士像の背面に書かれた制作者名。 

 

 私は 10月 15日の朝、JR大森駅から大森遺跡庭園まで歩いて行った。約 10分の

距離であった。大森遺跡庭園や大森貝墟碑の紹介は、８）のサイト/l、９）のサイ

ト/p、10）のサイト/l、11）のサイト/m、12）のサイト/mなどが優れている。 

大森遺跡庭園には、モース博士像が設置されていた。その写真を次ページの図６

に示す。博士は 39歳の時に本貝塚を発見したが、銅像の姿は老人であった。また、

本像の背面には、制作者の名前が書かれていた。その写真を図５下に示す。それに

は「立体写真像 代表者盛岡公彦作」とあった。（本文は８ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/
http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html
http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html
http://douzoukenkyu.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html?sp
http://douzoukenkyu.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html?sp
http://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/horiuchihiroe/academy18/d18/d180512.html
http://burari2161.fc2web.com/mo-su.htm
http://cosmos.moo.jp/NW3-oomorikaiduka.htm
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図６． 

モース博士像 
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 モース像の台座正面には「モース博士像 Edward S. Morse (1838-1925)」と記さ

れた題字があった。本像の右奥には、「品川区・ポートランド市 姉妹都市提携記

念」と題する石碑があった。その写真を図７に示す。本碑には、「日本考古学発祥

の地」と題する銘文も貼付されていた。 

 

 

 以上の資料などにより、モース博士像の概要は次の通りである。 

モース博士像 

設置場所：東京都品川区大井 6-21-6 大森遺跡庭園 

設置時期：不明 

制作者：立体写真像 代表者盛岡公彦 

図７． 

上：品川区・ポートランド

市 姉妹都市提携記念碑 

 

下：日本考古学発祥の地 

国指定史跡大森貝塚 

 大森貝塚は、明治 10年

（1877）アメリカ人エドワー

ド・S・モース博士によって発

見され、日本で初めて学術調

査が行われた縄文時代後期か

ら晩期の貝塚遺跡で、日本考

古学発祥の地である。 

 品川区はモース博士生誕の

地であるアメリカ合衆国メイ

ン州ポートランド市との姉妹

都市提携を記念してこの碑を

建立する。 

昭和 60年 5月 

   品川区 

   品川区教育委員会 
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設置経緯：大森貝塚は、明治 10年（1877）アメリカ人エドワード・S・モース博士によって

発見され、日本で初めて学術調査が行われた縄文時代後期から晩期の貝塚遺跡で、日本考古

学発祥の地である。品川区はモース博士生誕の地であるアメリカ合衆国メイン州ポートラン

ド市との姉妹都市提携を記念してこの碑を建立する。 

昭和 60年 5月 品川区 品川区教育委員会 

なお、モース像探索後、私は大森遺跡庭園に「大森貝塚」と題する大きな石碑が設

置されていることを知った。本碑は庭園の隅にあるので、私はそれを気付かなかっ

た。８）のサイト/lにその写真が掲載されているので、それを図８に示す。本碑は

昭和四（1929）年五月二十六日の起工である。 

 

 

図８．「大森貝塚」と題する石碑 本写真は、８）のサイト/lより借用。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：https://www.ris.ac.jp/150th/next_stage/ 

３）のサイト：http://2017.shin-eiken.com/join/join_venue.html 

４）のサイト：

https://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shina

gawa_campus.html  

５）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=uHN7fNHbFAQ 

http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html
http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.ris.ac.jp/150th/next_stage/
http://2017.shin-eiken.com/join/join_venue.html
https://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shinagawa_campus.html
https://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shinagawa_campus.html
https://www.youtube.com/watch?v=uHN7fNHbFAQ
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６）のサイト：

http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5982.html 

７）のサイト：池川直彫刻集―1976~2000 | 池川 直 |本 | 通販 | Amazon 

８）のサイト：http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html 

９）のサイト：http://douzoukenkyu.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html?sp 

10）のサイト：

http://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/horiuchihiroe/academy18/d18/d180512

.html 

11）のサイト：http://burari2161.fc2web.com/mo-su.htm 

12）のサイト：http://cosmos.moo.jp/NW3-oomorikaiduka.htm 

  

http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5982.html
https://www.amazon.co.jp/%E6%B1%A0%E5%B7%9D%E7%9B%B4%E5%BD%AB%E5%88%BB%E9%9B%86%E2%80%951976-2000-%E6%B1%A0%E5%B7%9D-%E7%9B%B4/dp/4491016801
https://www.amazon.co.jp/%E6%B1%A0%E5%B7%9D%E7%9B%B4%E5%BD%AB%E5%88%BB%E9%9B%86%E2%80%951976-2000-%E6%B1%A0%E5%B7%9D-%E7%9B%B4/dp/4491016801
http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-4a5f.html
http://douzoukenkyu.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html?sp
http://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/horiuchihiroe/academy18/d18/d180512.html
http://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/horiuchihiroe/academy18/d18/d180512.html
http://burari2161.fc2web.com/mo-su.htm
http://cosmos.moo.jp/NW3-oomorikaiduka.htm

