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第 217 回 國學院大學の滝川政次郎像、芳賀矢一像、及び石川岩吉像 

 

         筆者：林 久治（記載：2023 年 1月 20 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 7月は、第 7波と猛暑のため、私は銅像探索をしばらく自粛

していた。しかし、大阪在住の３人の孫達は夏休み前に感染したが軽症であった。

そこで、私は９月初旬に大阪に行き、近畿の銅像を探索した。東京に帰ってから

も、運動を兼ねて銅像探索を続けている。私の銅像探索記の全ては、２）のサイト

/fから閲覧出来ます。 

1月 4日に、私は愛宕山の近くにある三会堂ビルの石垣隈太郎像を探索した。ま

た 1月 13日には、私は渋谷区広尾のペルー大使館前にあるミゲル・グラウ大提督像

を探索した。両像の探索記を前回の記事/fに掲載した。ペルー大使館の近くに國學

院大學があり、ここの瀧川政次郎像は１）のサイト/に収録されていない。また、本

学には芳賀矢一と石川岩吉像とがある。これらは、１）のサイト/に収録されている

が、基本情報が記載されていない。そこで、私は 1月 13日に、國學院大學でも銅像

探索を行った。本稿は、本学の探索記で、私の意見などを青文字で、資料の内容な

どを緑文字で記載する。 

  

（２）國學院大學の渋谷キャンパス 

次ページの図１上に國學院大學渋谷キャンパスの周辺地図を、図１下に構内図を

示す。本校への道順は次の通りである。①恵比寿駅西口から「日赤行」のバスに乗

る。②「東 1丁目」でバスを降りる。③本校まで歩く。所要時間は、約 15分であ

る。 

國學院大學と皇典講究所の概要は、ウィキペディアに次のように書かれている。 

①皇典講究所（こうてんこうきゅうじょ）は、1882 年に明治政府が神道事務局の後継団体

として設立した神職養成の中央機関。内務省の委託によって神職養成を行っていた。1890

年に、皇典講究所に教育機関として國學院大學を設置。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-216.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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（本文は、３ページに続く。） 

 

 

図１．上：國學院大學渋谷キャンパスの周辺地図、①恵比寿駅西口、②「東 1丁

目」バス停、③渋谷キャンパス。下：渋谷キャンパスの構内図（図１上の赤枠部

分）。本図は、１）のサイト/より借用。 

②  

③  

①  

https://douzou.guidebook.jp/
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（國學院大學と皇典講究所の概要の続き） 

②國學院大學は、諸学問を通じて日本の伝統文化を明らかにして、国や地域への貢献、国

際社会の発展に寄与するとともに、自己の個性を最大限に発揮することのできる人材を育

成することを理念とし、 国史・国文・国法の研究機関、「国学（＝日本を学ぶ）」の大学

として研究と教育を重ねてきた。1920 年に日本の私立大学では早稲田大学・慶應義塾大学

についで、最も古い段階で大学令に基づく大学となった。 

③皇典講究所は、戦後の GHQ による占領政策の圧力を受けて 1946 年に解散。その後、単独

の法人として國學院大學を経営する財団法人國學院大學（学校法人國學院大學の前身）を

設立した。神職養成機関としての役割は國學院大學文学部神道学科を経て、同大神道文化

学部に引き継がれている。 

 

（３）滝川政次郎像は石像でした 

「日本掃苔録」という有名なサイト（３）のサイト/l）があり、その中の「銅像

めぐり」欄は銅像探索では大変優れている。本欄に「滝川政次郎像」の記事（４）

のサイト/l）があり、「世田谷区の松陰神社墓地にある」と記載されている。本像

は、１）のサイト/には収録されていないので、私は「本像をいつか探索しよう」と

思っていた。ところが、最近、私は５）のサイト/で、「瀧川像が令和元年 7 月に国

学院大学に移設された」ことを知った。そこで、私がペルー大使館に行ったついで

に、国学院に寄って本像を探索した次第である。 

 

図２．滝川政次郎胸像 

http://soutairoku.com/index.html
http://soutairoku.com/07_douzou/douzou_f.html
http://soutairoku.com/07_douzou/douzou_f.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://plaza.rakuten.co.jp/kimagurenakaze/diary/202010200000/
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 図１下に、滝川政次郎胸像の設置場所が書かれている。私がこの場所に行くと、

古風な胸像を真ん中にして、左右に立派な板碑と説明板が建っていた。その写真を

図２に示す。 

 

 図３に、滝川像の近接写真を示す。本像は、４）のサイト/lの滝川像と同一であ

った。本像を見た印象としては、銅像より石像のようであった。本像を金属レンチ

で叩いてみると、金属音はしなかった。どうも、石像らしい。１）のサイト/は銅像

専門で、石像は対象外である。それで、本サイトに収録されていなかったのではな

いか。本像に向かって左側にある掲示板には、次のように書かれていた。 

「法学博士瀧川政次郎像」        

國學院大學名誉教授。明治 30 年（1897）－平成 4 年（1992）。律令学の開拓者にして法

制史学の碩学。法学博士。東京帝国大学法学部を卒業後、大正 14 年、九州帝国大学助教授

就任を振り出しに、同教授、中央大学・満州建国大学教授を歴任した。その間、中央・法

政・日本・東京商科・早稲田の各大学に出講し、日本法制史講座の創設と充実に尽力し

た。昭和 21 年、極東国際軍事裁判の弁護人となり、元海軍大臣島田繁太郎を弁護した。そ

の時に収集整理した裁判資料は、本学図書館に所蔵されている。昭和 24 年より同 43 年ま

で、本学政経学部・法学部の教授として日本法制史を講じた。 

昭和 6 年刊行の博士論文「律令の研究」は、いまなお初学者が繙くべき基本書である。

日中の各時代の法制史に通じ、その学は社会経済史・文化史の方面にも及ぶ。『法制史論

叢』4 冊・『万葉律令考』・『公事師・公事宿の研究』をはじめとして、生涯におよそ 50

冊の著書と 30 冊の編纂書を刊行した。 

傍らに建つ板碑は、瀧川政次郎先生の顕彰碑である。建立は後継者小林宏（國學院大學

名誉教授）、門下の法制史家金指正三、福岡市の石材店主國松大次郎・良康父子であり、

図３． 

滝川政次郎胸像の近接写真 

http://soutairoku.com/07_douzou/douzou_f.html
https://douzou.guidebook.jp/
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設計は石造美術研究の大家川勝政太郎である。胸像は生前に親交のあった國松幹平（大次

郎）の寄贈である。（令和元年 7 月移設） 

上記の説明文の最後に、「胸像は生前に親交のあった國松幹平（大次郎）の寄

贈」と書かれている。國松幹平（大次郎）を検索してみると、7）のサイト/fに次

のように書かれていた。 

國松石材株式会社、福岡市博多区下呉服町 835、『住吉宮高灯籠』 石工:十代目国松大次郎 

上記の記載より、「國松幹平（大次郎）は石工である」ことが分かる。従って、本

像は石像であることが確認出来た。 

 

（４）芳賀矢一像と石川岩吉像 

 １）のサイト/には、芳賀像と石川像の写真が掲載されている。しかし、像の制作

者、建立時期、座主の略歴などの基本情報が記載されていない。そこで、両像の情

報を収集する目的で、これらの像も探索した。各々の所在場所は、図１下に書かれ

ている。図４に、芳賀像の周辺を示す。 

 

図４．芳賀矢一像の周辺 

 

 次ページの図５上に芳賀矢一像の近接写真を示す。本像台座正面には「芳賀矢一

先生」と刻まれていた。図５下には、本像横にある説明文を示す。これによれば、

芳賀先生は「國學院大學中興の祖と称えられている」そうである。 

（本文は、７ページに続く。） 

http://www.kunimatu.com/img/new_pdf/matu_09aki.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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図５． 

上：芳賀矢一像の近

接写真、 

下：本像の説明文。 
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 本像背面には「本山白雲」との署名があった。ウィキペディアによれば、本山白

雲氏の略歴は次の通りである。 

本山 白雲（1871 年 10 月 14 日 - 1952 年 2 月 18 日）は、日本の彫刻家。高知市桂浜で悠

然と太平洋の彼方を望んで立つ坂本龍馬の巨大な銅像（総高約 15m）は、白雲の代表作であ

る。本名は本山辰吉で「白雲」は雅号。彫塑が巧みで土佐のミケランジェロと呼ばれた。

1890 年 7月、宿毛出身の岩村通俊（もと伊賀家の家臣で北海道庁長官、農商務大臣等を歴

任）の援助を得て、東京美術学校（現東京芸術大学）彫刻本科に入学。在学中、師の高村

光雲の助手として「大楠公像」や「西郷隆盛像」の木型制作に携わった。1894年、東京美

術学校を卒業の際、前代未聞の実技 100 点の成績を修め、そのまま同校の講師として奉職

する。この頃、高村光雲から「雲」の一字を貰い白雲と号した。 

以上の資料などにより、芳賀像の概要は次の通りである。 

芳賀矢一先生胸像 

設置場所：東京都渋谷区東 4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス神殿前庭園 

制作者：本山白雲（1871 年 10 月 14 日－1952年 2 月 18日、高知市桂浜の坂本龍馬像の作

者） 

設置時期：1937 年 2 月 6 日に除幕 

設置経緯：「芳賀矢一先生胸像」と題する説明板には、以下の記載がある。 

国文学者。慶応 5年（1867）5 月 14 日福井城下に生まれる。父の真咲は橘曙覧・平田鉄胤

門下の国学者で、官社宮司、内務省官員を歴任した明治神社界の重鎮。明治 17 年（1884）

東京大学予備門に入学。25 年（1892）東京大学文科大学国文科卒業。大学院に進み、国学

者で歌人の小中村清矩教授（皇典講究所教授兼務、号・陽春廬＝やすむろ）の薫陶に浴

す。31 年（1898）東京帝国大学文科大学助教授となり、博言学（言語学）講座を担当。高

等師範学校教授を兼務。32 年－35 年（1902）官命により、文学史攷究法研究のため、夏目

漱石らと共に渡欧。ドイツに滞在し、古典訓話を旨とするドイツ文献学の理論と方法を学

び、帰国後、それを基礎に、近世国学を旨とする日本文献学の樹立を提唱、精密な考証的

立場と概観的卓見をもって、今日に至る国文学の攷究に新しい方法論的基礎を与えた。35

年教授に昇格。大正 2 年（1913）國學院大學商議員。7年（1918）東京帝国大学を退職、國

學院拡張委員および学長に就任。9 年（1920）懸案の大学令大学昇格と、11 年（1922）－

12 年の渋谷校地への全学移転に尽くし國學院大學を国学研究の殿堂とすべく、教学の刷新

に精励、三矢重松（教授、文学博士）をはじめ、多くの優れた研究者を育て、國學院大學

中興の祖と称えられている。10 年来東宮職御用掛として摂政宮（のちの昭和天皇）に国典

を進講した。11 年東京帝国大学名誉教授。小学唱歌の制定と普及に尽し、自ら「我は海の

子」「雪」「鎌倉」などを作詞、さらに国定教科書調査委員、編纂委員長として国語教育

の整備に貢献。その他政府関係委員会各種委員を兼ねた。名著『国民性十論』など、著書

は 800 点を超え、主要なものは『芳賀矢一選集』（全 7 巻、國學院大學百周年記念出版）

に収録。13 年（1924）校歌を作詞。昭和元年（1926）宮内省御用掛。2 年 2 月 6日没、60

歳、護国寺墓地に眠る。文学博士。帝国学士院会員。号は故郷の九頭龍川から採って「龍

江」、他に「自笑亭主人」「他笑亭主人」。和風雅号は「夢の舎主人」。この胸像は、先

生の御高徳を永遠に追慕するため、10 年祭にあたる昭和 12年（1937）2 月 6 日に除幕され

た。（校史資料課） 

 図１下には、石川岩吉胸像の場所が記載されている。次ページの図６上に石川像

の周辺を、図６下に石川像の近接写真を示す。 
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 本像の横には、本像の説明文が掲示されていた。その写真を次ページの図７に示

す。 

図６． 

上：石川像の周辺 

下：石川像の近接写真 
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図７．石川岩吉理事長・学長の説明文 

 

 図７の説明文には「胸像製作者・三坂耿一郎」と記載されている。本像の背面に

は「昭和三十五年五月 耿一郎作」と彫られている。ウィキペディアによれば、制

作者の略歴は次の通りである。 

三坂 耿一郎（みさか こういちろう、1908 年 5 月 26 日 - 1995 年 8月 3 日）は、彫刻家、

日本芸術院会員。福島県郡山市出身。本名は政治。1937年東京美術学校彫塑科卒業、新文

展初入選。1939 年研究科を修了し、その後清水多嘉示に師事。1947年日展特選。1961 年日

展審査員。1970 年日展桂花賞受賞。1971 年日展評議員。1972 年日展文部大臣賞受賞。1979

年日本芸術院賞受賞[1]。1983年勲四等旭日小綬章受章。1986 年日本芸術院会員。1987 年

郡山市名誉市民。1992 年勲三等瑞宝章受章。 

以上の資料などにより、石川像の概要は次の通りである。 

石川岩吉理事長・学長胸像 

設置場所：東京都渋谷区東 4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス 

制作者：三坂耿一郎（みさか こういちろう、1908 年 5 月 26 日 - 1995 年 8 月 3 日） 

設置時期：1960 年 5 月 

設置経緯：「石川岩吉理事長・学長」と題する説明板には、以下の記載がある。 

明治 8 年（1875）2 月 22 日－昭和 35 年（1960）6 月 6 日、広島県広島市出身。明治 25 年

（1892）4 月、東京府立尋常中学校（現・東京都立日比谷高等学校）卒業。28 年（1895）7

月、國學院（第 3期）卒業。歌人・国文学者で皇典講究所講師の落合直文の招きで国語辞

典「言の泉」（大倉書店）の編輯に従事。兵役（近衛歩兵第七中隊）満期後、「兵事雑

誌」「教育時論」などの編輯、記者。34 年(1901)9 月、國學院講師（日本倫理を担当）。

37 年（1904）2 月－39 年（1906）1 月、日露戦争に応召。40 年（1907）1 月、國學院大學

主事心得、皇典講究所勤務。翌年國學院大學講師に復帰。42 年（1909）1 月、國學院大學

主事、教務課長兼皇典講究所幹事、「國學院雑誌」の編輯にも従事。大正 4 年（1915）6
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月、教育者、日本主義者の杉浦重剛（皇典講究所幹事長）の推薦により皇子傅育官（こう

し・ふいくかん）となり、後の昭和天皇をご養育。國學院大學主事・皇典講究所幹事を解

嘱、改めて國學院大學商議員、皇典講究所協議員・評議員に就任。14 年（1925）1 月、宮

内事務官・高松宮付別当心得。昭和 3 年（1928）12 月、別当・高松宮付。5 年（1930）3

月、式部官。3月－6 年 5 月、高松宮宣仁親王・喜久子親王妃の英国・スペイン差遣に随

行。11 年（1936）4 月、東宮傅育官として今上陛下をご養育。20 年（1945）6 月、皇典講

究所参与。7 月、高松宮御用掛並びに 8 月、東宮傅育官を依頼罷免。東宮職・宮内庁御用掛

に就任（勅任待遇。22 年（1947）5 月 3 日、宮内庁御用掛廃止。）21 年（1946）1月、皇

典講究所解散により関係職解消。3 月、國學院大學理事。8 月、理事長・学長に就任、戦後

復興に着手。翌年 4 月、学部第二部、女子教養科を開設。23 年（1948）、大学財政再建の

ため全国の神社巡訪を開始。3 月、新制法文学部（のち文学部）、4 月、國學院高等学校、

8 月、政治学部の開設に努め、9 月、目白学園との合併、神道調査部を拡張して神道事務部

の設置に尽くし、24 年（1949）3 月、神道研究部長事務取扱。26 年（1951）1月、政経学

部第一・第二、27 年（1952）3月、大学院文学研究科の開設、7 月、久我山学園との合併、

29 年（1954）10 月、國學院大學幼稚園教員養成所（現國學院大學幼児教育専門学校）の開

設、30 年（1955）6 月、日本文化研究所の創設に尽力。明治神宮総代、伊勢神宮奉賛会評

議員、院友会会長を務めた。34 年（1959）4月、皇太子殿下（今上陛下）ご成婚祝宴にお

いて参列者を代表して祝辞を述べる。9 月 30 日、理事長・学長を辞任。名誉学長の称号を

贈られる。勲一等瑞宝章。享年 85。 胸像製作者・三坂耿一郎（國學院大學）   
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