
1 

 

第 19４回 六本木の牛山夫妻像と四谷の古市公威像 

筆者：林 久治（記載：令和 4年 6月 10 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。昨年の東京五輪―パラの開催期間には、第 5波の感染があったが

（8/26:25,040 名）、何故か秋になると激減した(12/6:59名)。これで終焉するかと

期待していたが、本年になって第 6波が到来してしまった(2/4:104,463 名)。 

私は第３回目の予防接種を１月 28日に受けることが出来た。2月 11日には、接

種から 2週間が経過した。そこで、私は 2月 12日に自宅から近場での銅像探索を再

開し、それらの探索記を 185回の記事/fから 193回の記事/fまでに記載した。（そ

れぞれの記事は、２）のサイト/fから閲覧出来ます。） 

5月 16日から 24日まで、私は大阪の息子宅に滞在していた。銅像探索にも 2回

行ったが、今回は上手く行かなかった。特に、３）のサイト/lで、富士シート株式

会社（大阪府豊中市豊南町東 2丁目 4-6、地下鉄江坂駅から徒歩約 20分）に山田進

之像（原型作者：熊谷友児、設置年度：2013 年）が設置されているので、5月 17日

に現地に行ってみた。本社の２階にある事務室に行くと、何と驚いたことには、本

像と共に山田ふじ子像も設置されていた。私は両像の撮影を依頼したが、事務室の

女性から「責任者が不在なので、私の独断では許可出来ない」と、断られてしまっ

た。彼女は「山田ふじ子さんは、進之氏の母親で、当社の創業者です」と話してく

れた。山田ふじ子像は、これまでに全く報道されていないので、銅像学会の新発見

であったが、残念ながら撮影することが出来なかった。 

東京に帰ってから、私は 5月 31日に四谷駅前にある土木学会で古市公威像を撮影

し、6月 7 日には六本木のハリウッド美容専門学校で牛山夫妻像を撮影することが

出来た。本稿はこれらの探索記である。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）六本木のハリウッド美容専門学校の牛山夫妻像 

私は４）のサイト/などにより、六本木のハリウッド美容専門学校に牛山夫妻像が

設置されていることを知っていたので、6月 7日に本像を探索した。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-193.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kinki/osaka/post_2722.html
https://www.hollywood.ac.jp/hollywood-archive/oc/hwf2598/
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図 1．ハリウッド・ビューティー・プラザのアクセス地図、本図は、５）のサイト

/lより借用。 

 

ハリウッド美容専門学校（旧・ハリウッドビューティー専門学校、東京都港区六

本木 6-4-1）のアクセス地図を図１に示す。私は、大江戸線の六本木駅で下車し、

本校に向かった。ハリウッド・ビューティー・プラザ入口の写真を、次ページの図

２上に示す。入口を入ると、３階まで吹き抜けになっている豪華な玄関ロビーがあ

った（図２下を参照）。玄関の内外には、目指す銅像は見当たらなかった。ロビー

の一角に、メイ・ウシヤマ学園入口があった（４ペ－ジの図３上を参照）。そこに

「案内 11 階」との掲示があったので、案内所に行って「銅像のありか」を尋ねよ

うと思った。エレベーターで 11階まで昇ると、そこには案内窓口があり、何と窓口

横に目指す銅像が設置されていた！！！私は案内嬢に名刺を渡し「銅像の写真を撮

ってもよろしいでしょうか？」と聞くと、彼女は「しばらくお待ちください」と言

って、一人の男性を連れてきた。 

男性は私に名刺をくれた。それには「法人事務局長山中貞範」とあった。彼は私

にイエスともノーとも言わず、「１時間ほど待って下さい」と言った。私は「事務

局長なのに、許可の権限がないのかな？」と不思議に思ったが、「渋谷で別の取材

をして来ますから」と言って本校を後にした。（本文は、４ページに続く。） 

http://dentworks.mixh.jp/mba/access/index.html
http://dentworks.mixh.jp/mba/access/index.html
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図２．上：ハリウッド・ビューティー・プラザ入口、下：玄関ホールの吹き抜け。 
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 私は渋谷に行って、別の銅像を探索することとした。渋谷駅での電車乗換は複雑

怪奇で分かり難いし、渋谷の街もややこしかったので、私は疲れてしまい探索を途

中で諦めて、ハリウッド美容専門学校の 11 階に帰って来た。山中事務局長は一人の

老人を連れて来た。彼の名刺には「理事長 学長・教授山中祐弘」とあった。 

 私は理事長の直々のお出ましには驚いたが、「貞範氏は祐弘先生の息子であろ

う」と思った。理事長は私に「銅像の事は、どこで知ったのか」とか「撮影の目

的」などを聞かれて、撮影を許可して下さった。後で考えると、「祐弘先生には

色々と伺って、先生の写真も撮ればよかった」と思った。しかし、その時には私は

銅像撮影に夢中になり、その間に理事長は姿を消してしまわれた。 

 

 

図３．上：メイ・ウシヤマ学園入口、下：牛山夫妻の胸像。 
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 図４上左に牛山清人像を、図４下に本像台座正面の銘文を示す。銘文には次のよ

うに書かれていた。 

牛山清人殿 勲四等瑞宝章・受章記念 昭和 46 年 10月 8日 ハリウッド株式会社 

 次ページの図５上左にメイ・ウシヤマ像を、図５下に本像台座正面の銘文を示

す。銘文には次のように書かれていた。 

メイ・ウシヤマ先生 傘寿祝賀記念 平成 3 年 1月 25 日 勲五等瑞宝章受章 平成 13年 4

月 29 日 ハリウッド美容専門学校同窓会 ハリウッド化粧品ビューティーサロン 

図４． 

上左：牛山清人像、 

上右：牛山清人像背面の彫文、 

下：本像台座正面の銘文。 
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 両像ともに壁の前に設置されていたので、本像背面を見ることが出来なかった。

私は山中事務局長に「銅像背面には制作者のサインがあるのですが」と言うと、彼

は胸像を台ごと回してくれた。意外に、軽いようであった。このような彼の親切に

より、私は両像の背面にある彫文を撮影することが出来た。その写真を、図４上右

と図５上右に示す。 

図５． 

上左：メイ・ウシヤマ像、 

上右：メイ・ウシヤマ像背面の彫文、 

下：メイ・ウシヤマ像の台座正面の銘

文。 
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牛山夫妻像の背面にある彫文より、両像の制作時期と制作者が次のように判明し

た。 

清人像：1971 年 4月 29 日、立体写真像発明者盛岡勇夫 

メイ像：1991 年１月 25 日、立体写真像代表者盛岡公彦 

 

 

図６．牛山夫妻像の背後の壁に掲げられた「愛聖会の精神」と題する額 

 

 両像の背後の壁には、「愛聖会の精神」と題する額が掲げられていた。その写真

を図６に示す。5b）のサイト/fには、「メイ･ウシヤマ学園の概要」と題した次の

ような 記載がある。 

本年（2019 年）創立 94 周年を迎えたメイ･ウシヤマ学園は、ハリウッドグループの創設

者でハリウッド映画俳優でもあった牛山清人が最先端のハリウッド映画界の美容の技術と

知識を習得して米国で美容室を起業後、これを日本に導入すべく 1925 年に帰国し、美容学

校、美容室、化粧品等のビジネスを創業したことに始まる。清人の妻メイ牛山は、美容

家、またハリウッド美容専門学校の校長として、「日本女性をすべて美しくする」という

使命感をもち、美容における「美」を単なる外面的な美しさではなく健康や精神の内面美

を含む総合美（トータルビューティ）として追求し、美容師の養成にとどまらず、美容業

界の指導者として業界のプレスティージ向上につとめた。このような創業者夫妻のトータ

ルビューティの追求という高い理想を継承しつつ、時代の要請に応じた人材の輩出に努め

ている。 

本学園の建学の精神は、「人を美しく幸福に導く一流の美の天使を育成し、ビューティ

ビジネスの発展に貢献することによって美の楽園を築く」ことである。またハリウッド

（かつて聖林の字をあてた）に関わる人々の理念として「愛聖会の精神」を掲げている。 

愛聖会の精神 

一、私達は天地一切のものと和解いたしましょう。 

一、天地万物に感謝し父母に感謝いたしましょう。 

一、汝の信仰によって汝の信ずる如くなれと云う神の言葉を守りましょう。 

https://mba.hollywood.ac.jp/wp-content/themes/hu/pdf/disc-12-12.pdf
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一、自らの力に自信をもち 人を美しく幸福に導く使命と誇りをもち自らの人格を高めまし

ょう。 

一、完全円満の生命の実相をさとり 愛をそゝぎ信念をうちこみ 人の為に幸福を祈願して

勇敢に進みましょう。 

一、祈ってつくるわが技術には魂が生まれるのです。これを用いる人に美と倖を贈り之を

扱う人々に必ず繁栄を与えましょう。 

ハリウッド美容専門学校の紹介、沿革、牛山夫妻の紹介などは６）のサイト/ 

が詳しい。本サイトには以下の記載がある。 

牛山 清人（1899 - 1991）：ハリウッド美容グループ創立者。初めてパーマ用機器を日本

に導入し、日本に初めてマスカラをアメリカから導入、販売、技術を普及。 

メイ・ウシヤマ（1911 - 2007）：ハリウッドグループ前会長。ハリウッド美容専門学校前

校長。日本に世界の美容技術と文化を広めたパイオニア。 

ジェニー牛山（メイ・ウシヤマの長女、1946-）：ハリウッド美容専門学校校長。ハリウッ

ド大学院大学教授。世界の歴史に残る美女のヘアメイク・ファッションを紹介。美容健康

食を教授。 

山中 祥弘（ジェニー牛山の夫）：学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長。ハリウッド大学院

大学学長・教授。世界初のビューティビジネス専門職大学院開学。21世紀のビューティビ

ジネスのリーダーを育成。 

なお、ジェニー牛山先生の略歴は、７）のサイト/に記載されている。８）のサイ

ト/4では、「美容家 メイ牛山の生涯」と題する動画が視聴出来る。8b）のサイト

/0では、「NHK あの人に会いたい・メイ牛山」と題する動画が視聴できる。「女が

美しい国は戦争をしない 美容家メイ牛山の生涯」と題する 単行本も発刊されてい

る。（出版社：講談社 (2017/10/25)、著者：小川 智子） 

 また、９）のサイト/5に次のような記載がある。 

「ハリウッドビューティープラザ」は、「六本木ヒルズ（2003 年開業）」にある、ハリウ

ッド化粧品グループの 12 階建て 本社ビルです。竣工は 2003 年。 

 上記の資料とウィキペディアの記載などにより、牛山夫妻像の概要は次の通りで

ある。 

牛山清人・メイ夫婦像 

設置場所：東京都港区六本木 6-4-1ハリウッドビューティープラザ内 メイ・ウシヤマ学

園 11 階ロビー 

設置経緯：ハリウッドビューティープラザ（2003 年竣工）は、「六本木ヒルズ（2003 年開

業）」内にあるハリウッド化粧品グループの 12 階建て本社ビルである。本プラザには、

学校法人メイ・ウシヤマ学園（1984 年設立）が経営するハリウッド大学院大学（2008 年開

校）とハリウッド美容専門学校（1950 年開校）が入居している。 

メイ･ウシヤマ学園の概要： 

1925 年創立のメイ･ウシヤマ学園は、ハリウッドグループの創設者でハリウッド映画俳優で

もあった牛山清人（1899 - 1991）が最先端のハリウッド映画界の美容の技術と知識を習得

して米国で美容室を起業後、これを日本に導入すべく 1925 年に帰国し、美容学校、美容

室、化粧品等のビジネスを創業したことに始まる。清人の妻メイ牛山（1911 - 2007）は、

美容家、またハリウッド美容専門学校の校長として、「日本女性をすべて美しくする」と

いう使命感をもち、美容における「美」を単なる外面的な美しさではなく健康や精神の内

面美を含む総合美（トータルビューティ）として追求し、美容師の養成にとどまらず、美

https://www.hollywood.ac.jp/about/
https://happywoman.online/event/bunkasai/hwb2018/ushiyama/
https://www.youtube.com/watch?v=Zofb4ISsZe4
https://www.youtube.com/watch?v=Zofb4ISsZe4
https://www2.nhk.or.jp/archives/jinbutsu/detail.cgi?das_id=D0009250275_00000
https://www2.nhk.or.jp/archives/jinbutsu/detail.cgi?das_id=D0009250275_00000
https://roppongi.top10.tokyo/spot/75
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容業界の指導者として業界のプレスティージ向上につとめた。このような創業者夫妻のト

ータルビューティの追求という高い理想を継承しつつ、時代の要請に応じた人材の輩出に

努めている。 

本学園の建学の精神は、「人を美しく幸福に導く一流の美の天使を育成し、ビューティビ

ジネスの発展に貢献することによって美の楽園を築く」ことである。またハリウッド（か

つて聖林の字をあてた）に関わる人々の理念として「愛聖会の精神」を掲げている。 

 

牛山清人像 

設置時期：1971 年 4月 29日 勲四等瑞宝章受章記念 

寄贈：ハリウッド株式会社社員一同 

制作者：立体写真像発明者 盛岡勇夫 

栄典：勲四等瑞宝章（1971）、紺綬褒章（1980）、ロンドン勲章（1981） 

牛山清人先生（1899 年 10月 8日 - 1991 年 9月 2日）の略歴： 

長野県諏訪市豊田小川の長野県士族牛山克躬・さわの夫婦の長男として生まれる。生まれ

てすぐ母親を亡くし、旧制諏訪中学（長野県諏訪清陵高等学校）を卒業後、1917 年に父を

たよって単身渡米、ハリウッド・ハイスクール卒業。ハリウッドで早川雪洲の弟子として

働くも俳優としては芽が出ず、メイキャップ担当に転身。 

滞米中に初代メイ牛山（牛山春子）と結婚し、1924 年に帰国し妻とともに神田三崎町に美

容室を開店、宣教師ポール・ラッシュの支援で開いた軽井沢店の成功で軌道に乗り、夫婦

で銀座にハリウッド美容室、京橋に美容学校のハリウッド美容研究室（ハリウッド美容講

習所）を開設。1929 年には、春子とともに再び訪米する。 

初代メイ牛山の春子と離婚後、春子の弟子だった 12歳下のジュン牛山（本名・マサコ）と

1939 年に再婚し、メイ牛山の名を継承させる。1947 年諏訪商工会議所会頭、日本商工会議

所国際委員長を併任する。1950 年ハリウッド美容専門学校校長に就任。生長の家の熱心な

信者でもあり、93歳で没した。 

 

メイ・ウシヤマ像 

設置時期：1991 年１月 25日 傘寿記念 

寄贈：ハリウッド美容専門学校同窓会、ハリウッド化粧品ビューティーサロン 

制作者：立体写真像代表者 盛岡公彦 

主な受賞歴：環境衛生事業功労賞（1983）、勲五等瑞宝章（2001）、ダイヤモンドレディ

賞（2002） 

メイ牛山先生（本名・牛山マサコ、1911 年 1月 25 日 - 2007 年 12 月 13 日）の略歴： 

山口県防府市生まれ。実家は塩田を営んでいた。3歳のとき、父が腸チフスで亡くなり、母

の実家に転居。防府市技芸女学校卒業。1929 年、18 歳で単身上京し、叔母の家で働く。

1932 年、牛山清人が 1927 年に東銀座に開業したハリウッド美容室の 5 階にあったハリウッ

ド美容講習所に住み込みとなり、すぐ美容師として才能を開花。1935 年に銀座店を任さ

れ、雑誌や新聞にヘアを発表しはじめ、1939 年には清人と結婚し、第２代メイ牛山を襲

名。 

戦後、麻生霞町にハリウッド美容室と美容学校を再建。その後、日本でも酵素の働きを日

本で最初に化粧品に取り入れるなど化粧品の開発も行う。1960 年に発売した「酵素パッ

ク」はハリウッド化粧品の代名詞ともいえるロングセラー製品となる。東京オリンピック

の道路拡張により、1965 年に六本木 6丁目にサロンを移転する。日本がアメリカ式食生活
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に移行し始めた頃すでに、健康食品の開発と提唱をはじめ、これがライフワークとなる。

日本の気候風土に合わせた美容法や食事法が大切であるという「四季の美容法」や、皮

膚、身体、心の汚れを排泄することが美容の根本という独自の「三大排泄美容 - SBM 理

論」を提唱、お化粧だけでなく、体の中、心の中から美しくある事が、本物の美しさであ

る事を日本で最初に提唱。 

チャーミングな個性、トレードマークのお団子ヘアスタイルからお茶の間でも人気とな

り、「笑っていいとも」「いただきます」「徹子の部屋」などにも出演、著作も 30冊を越

えた。また、ハリウッド美容専門学校で長年にわたって指導に当たるなど、後進の育成に

も力を尽くした。90歳を超えてなお第一線で活躍した。2003 年には長年住んだ六本木ヒル

ズを、森ビル、テレビ朝日と 3社合同で開発、ヒルズブームを起こした。 

 牛山夫妻像を探索した結果、私には次のような疑問が残った。 

ある記事では「清人先生は初代メイ牛山が亡くなったので、初代の弟子の一人と結

婚して第２代メイ牛山を襲名させた」とある。初代は離婚後、美容活動を続けて、

再婚もされたようであるが、1938年ごろお産がもとで亡くなった。清人先生は 1939

年に第２代目と結婚されたので、この記事は間違いとは言えない。しかし、私はこ

の離婚原因に疑問があり、その真相を知りたいのである。 

 

（３）土木学会の古市公威像 

 私は 10）のサイト/1で、四谷駅前にある土木学会（新宿区四谷一丁目外濠公園

内）に古市公威像が設置されていることを知った。本像は１）のサイト/に収録され

ていないので、5月 31日に本像を探索した。本会のアクセス地図を図７に示す。 

 

図７．土木学会のアクセス地図、本図は、11）のサイト/mより借用。 

  

 JR四谷駅の北口から外に出ると、直ぐ前が外濠公園であった。本園は、都会の喧

騒の中で大木が茂った静かな公園であった。公園内を数分歩くと、土木学会（1914

年 11月設立）の瀟洒な建物が現れた。その写真を、次ページの図８上に示す。玄関

https://note.com/jsce/n/n82aa44afdff1
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.jsce.or.jp/map/map.htm
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から入ると、１階はロビーになっていて、誰もいなかった。入口そばに１基の胸像

が設置されていた。その写真を図８下に示す。 

 

 

図８．上：土木学会の建物、下：１階ロビーの胸像。 
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図９．左：古市公威像、右：台座正面の題字。 

 

 図９左に古市公威像を、図９右に台座正面の題字を示す。本像周辺には照明が無

かったので、鮮明な写真が撮れなかった。題字には「初代会長古市公威像」とあっ

た。本像に向かって左側に、説明板が設置されていた。その写真を次ページの図 10

上に示す。なお、本像は壁の前に設置されていたので、本像背面にあるはずの制作

者名などを見ることが出来なかった。 

 土木学会内外の風景は、10）のサイト/1 に紹介されている。古市先生の略歴や業

績は、12）のサイト/lに詳しく記載されている。以上の資料やウィキペディアの記

載などにより、古市像の概要は次の通りです。 

古市公威像 

設置場所：東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内 土木学会１階ロビー 

https://note.com/jsce/n/n82aa44afdff1
https://jsce100.com/furuichi/index.html
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設置時期：不明、制作者：不明 

設置経緯：古市像の傍に掲示されていた古市先生の略歴を以下に示す。 

土木学会初代会長（1914-1916） 古市公威（1854-1934） 工博 勲一等 男爵 

大学南校から第一回文部省留学生として 1879 年エコール・サントラル諸芸学科卒、80年パ

リ大学理学部卒。帰国後内務省土木局に入り、90年土木局長、86-96年工科大学教授兼学

長、94年土木技監、98 年通信次官、1903 年鉄道作業局長、1906 年帝国学士院第二部長、

17年理化学研究所長、24年枢密顧問官、工学会理事長などを歴任。ASCE（アメリカ土木学

会）、ICE（英国土木学会）から名誉会員に推挙されたほか、世界各国より勲章多数をうけ

た。 

 

 

 

 

 古市先生の銅像は他所でも設置されているので、その場所を以下に示す。 

①１）のサイト/：東京大学本郷キャンパスには、大きな座像（1937 年、堀進二

作）がある。 

図 10． 

上：古市像の説明板 

下：工学院大学所蔵の古市像（朝倉文夫作）、本図は、

13）のサイト/lより借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://jsce100.com/furuichi/history.html
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① 37回の記事/f：埼玉県和光市の理研の記念資料室には、東大座像の縮小版があ

る。 

② 13）のサイト/l：工学院大学には、朝倉文夫作の胸像がある。なお、本像は土木

学会の胸像とは異なっている。 
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