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第 222 回 飛鳥山の渋沢栄一立像と胸像２基 

         筆者：林 久治（記載：2023 年 2月 23 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。 

2月 12日には、私は川崎市中原区の冨澤冠受像と市川郁像を探索し、前回の記事

/fにその探索記を記載した。私は３）のサイト/より、東京都北区飛鳥山公園に渋

沢史料館があり、そこには彼の胸像が設置されていることを知った。本像は１）の

サイト/には収録されていない。また、飛鳥山公園に渋沢の立像もある。こちらの像

は大変有名であるので、勿論１）のサイト/には収録されている。しかし、本像の基

本情報が記載されていない。そこで、私は 2月 18日に飛鳥山公園に行き、これらの

渋沢像を探索した。本稿は、その探索記で、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）東京都北区飛鳥山公園 

 次ページの図１上には、飛鳥山公園のアクセス地図を示す（４）のサイト/gより

借用）。本園は東京の桜名所の一つであるが、三つの博物館（紙の博物館、北区飛

鳥山博物館、渋沢史料館）があることでも有名である。５）のサイト/lによれば、

紙の博物館の概要は次の通りである。 

紙の博物館は和紙、洋紙を問わず古今東西の紙に関する資料を幅広く収集し、保存・展示

する、世界有数の紙専門の博物館です。1950 年にわが国の洋紙発祥の地である東京都北区

王子製紙工場跡に開設されましたが、首都高速の建設に伴い、1998 年に現在の飛鳥山公園

内へ移転しました。多くの紙関係会社の支援によって運営されています。（なお、王子製

紙の前身である「抄紙会社」は、1873 年に渋沢栄一により設立された。） 

（本文は、３ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-221.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-221.pdf
https://seisyuu1.com/2021/04/13/shibusawa-eiichi-douzou/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/1202a2bdf09fdb9a66d92478efccf9f2.jpg
https://www.asukayama.jp/about/ab01.html
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図１．上：飛鳥山公園のアクセス地図、本図は、４）のサイト/gより借用。 

下：渋沢史料館の構内図、本図は、１）のサイト/より借用。 

  

https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/1202a2bdf09fdb9a66d92478efccf9f2.jpg
https://douzou.guidebook.jp/
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 図１下には、渋沢史料館（東京都北区西ケ原 2-16-1）の構内図を示す。一人 300

円の入場料を払うと、３つの建物（渋沢史料館、晩香蘆、及び青淵文庫）に入場で

きる。ウィキペディアによれば、これらの概要は次の通りである。 

①渋沢史料館：1878 年に、渋沢栄一は飛鳥山に別荘「曖依村荘（あいいそんそう）」を設

ける。1901 年に、本邸を飛鳥山に移す（最盛期には敷地約 28,000m2、建物約 1,900m2に達

した）。1931 年 11 月 11 日に、栄一死去。旧渋沢邸は竜門社（渋沢栄一記念財団の前身）

に遺贈される。1945 年 4 月 13日に、 太平洋戦争時の空襲により建物の大部分を焼失。

1982 年に、渋沢史料館開館。1998 年 3 月に、本館新築開館。 

②晩香廬：晩香廬（ばんこうろ）は渋沢栄一の喜寿（77 歳）を記念して清水組から贈られ

た木造の洋風茶室。様々な建築様式を取り混ぜ趣向を凝らした小建築で、賓客の接待に用

いられた。名の由来には諸説あり、栄一自作の漢詩から取ったとも、「バンガロー」の音

に当てたものともいわれる。重要文化財。竣工は 1917 年。 

③青淵文庫：青淵文庫（せいえんぶんこ）は、渋沢栄一の傘寿（80 歳）と子爵昇爵を祝っ

て竜門社会員から贈られた鉄筋コンクリート造 2 階建ての書庫。「青淵」の名は渋沢栄一

の号より。外壁は石貼り、テラスに面した窓の上部はステンドガラスで飾られている。建

物内部 1 階は床面チーク材張りの閲覧室、2 階は書庫である。渋沢史料館の開館当初から本

館新築までは展示室として使用された。重要文化財。竣工は 1925 年。 

 

（３）渋沢栄一立像 

 図１下に示すように、晩香廬の前に渋沢栄一の立像が設置されている。その写真

を図２に示す。（本文は、5ページに続く。） 

 

図２． 

晩香廬の前に設置されている

渋沢栄一立像 
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図３． 

上左：渋沢栄一像の近接写

真、 

上右：台座背面の碑文 

下：台座正面の題字。 
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 図３上左に渋沢栄一像の近接写真を、図３下に台座正面の題字を示す。私は銅像

研究家でありながら、本題字の篆書体を全て読むことが出来なかったのは恥ずかし

い。大意は次の通りである。「第一銀行頭取男爵澁澤榮一君…行員等醵金…銅像鋳

造…中庭置く…明治卅五年四月十三日」 

 図３上右には、台座背面の碑文を示す。６）のサイト/lによれば、その大意は次

の通りである。 

この像は、兜町の第一銀行本店中庭にありましたが、関東大震災で店が罹災するものの像

は幸いにも罹災を免れました。第一銀行の改築に当り、清和園誠之堂の前に設置。   

昭和９年 10 月 

また、６）のサイト/lには次の記載もある。 

「清和園」は世田谷区瀬田にあった第一銀行の保養施設。清和園には誠之堂と清風亭があ

ったが、これらはともに深谷市に移築復元されています。この銅像が清和園からいつ飛鳥

山に移設されたかは不明ですが、飛鳥山に移設された時の除幕式は昭和 31(1956)に行われ

ています。 

 なお、渋沢栄一記念財団のデジタルアーカイブで「銅像」を検索すると、次の記

事が出て来た（7）のサイト/t）。 

竜門雑誌 第一六七号・第三二―三四頁〔明治三五年四月〕 

 ○第一銀行新築披露会景況 

第一銀行新築建物は去三月卅一日落成したるを以て四月三日午前九時より午後四時迄府下

の紳士紳商等を招きて屋内を観覧に供し新築の披露を為したるが、来観者は蜂須賀侯爵、

鍋嶋侯爵、三井男爵、三井守之助、三井養之助、大倉喜八郎、浅野総一郎、原六郎、馬越

恭平、今村清之助、園田孝吉、田口卯吉氏等を始めとし無慮一千余名にして、頭取たる青

淵先生を始め佐々木支配人以下入口に於て一々来観者を迎へ当日の紀念品たる白扇及紙挟

を交付し、続て行員の先導にて先づ営業場を始め各室を鄭寧に案内し詳細なる説明をな

し、階上の広間には接待場を設け立食茶菓の饗応ありて、観覧を終りたる者は順次後の入

口より夫々退散したり。尚ほ当日午前八時今回同行中庭に建設したる青淵先生の銅像除幕

式を挙行し、先づ佐々木支配人の祝詞あり、続て同先生の答辞、及行員一同に対する懇篤

なる訓戒の演説ありたりと云ふ。（中略）営業室の背部に廊下を隔て鍵形の中庭を設け、

各室の光線及空気の流通を完全ならしめ、又其庭中に花崗製の石台を築き、其上に渋沢男

爵の洋装にて直立したる全身の銅像を装置したり、此銅像は渋沢男爵還暦の節第一銀行行

員一同より長沼守敬氏に依嘱して鋳造せしめたるものを、建築落成に際し此庭中に建設し

たるものなり 

 上記の資料からは「本像の除幕式は、明治 35 年（1902）4 月 3 日午前 8 時から挙

行された」ことが分かるが、題字にある「明治 35 年 4月 13 日の日付」との関連性

が不明である。 

 本像の制作者の長沼守敬は明治時代から活躍した有名な彫刻家である。８）のサ

イト/8よれば、彼の略歴は次の通りである。 

長沼守敬（一八五七〜一九四二）は明治美術会、文展で活躍した画家。現在の岩手県一関

に生まれ、上京して、イタリア公使館の通弁見習となる。一八八一年、イタリアに渡り、

日本語教師を務める傍ら、ヴェネツィア王立美術学校で彫刻を学ぶ。八七年に帰国し、八

九年、明治美術会の創設にただひとりの彫刻家として参画した。九七年に再度イタリアに

渡り、翌年帰国すると東京美術学校教授となった。 

 「渋沢栄一銅像一覧」という記事（９）のサイト/f）がある。本記事によれば、

本像は渋沢氏の銅像では最初の作品である。また、「本像の飛鳥山移設は 1971 年」

http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/asukayama.html
http://hotyuweb.starfree.jp/shibusawa/asukayama.html
https://eiichi.shibusawa.or.jp/denkishiryo/digital/main/index.php?DK040064k_text
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html#138
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html#138
https://www.lib.hit-u.ac.jp/images/2023/02/kikaku2021-_5-1.pdf
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とある。従って、移設の時期は 1956年と 1971年の２説があり、どちらが正しいか

は不明である。以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

渋沢栄一立像 

設置場所：東京都北区西ケ原 2-16-1 渋沢史料館晩香廬前 

制作者：長沼守敬（1857-1942） 

除幕式：1902 年 4 月 3 日（兜町の第一銀行本店中庭） 

移設：1934 年 10 月（世田谷区瀬田にあった第一銀行の保養施設「清和園」へ） 

現在地に移設：1956 年又は 1971 年 

施主：第一銀行の行員一同（渋沢氏の還暦祝い） 

設置経緯：本像は渋沢栄一氏（1840-1931）の最初の銅像である。本像は「第一銀行新築披

露会」の当日に除幕された。本会の様子を竜門雑誌（1902 年 4 月、第 167 号、p.32-34）は

以下のように伝えている。 

第一銀行新築建物は去三月卅一日落成したるを以て四月三日午前九時より午後四時迄府下

の紳士紳商等を招きて屋内を観覧に供し新築の披露を為したるが、来観者は蜂須賀侯爵、

鍋嶋侯爵、三井男爵、三井守之助、三井養之助、大倉喜八郎、浅野総一郎、原六郎、馬越

恭平、今村清之助、園田孝吉、田口卯吉氏等を始めとし無慮一千余名にして、頭取たる青

淵先生を始め佐々木支配人以下入口に於て一々来観者を迎へ当日の紀念品たる白扇及紙挟

を交付し、続て行員の先導にて先づ営業場を始め各室を鄭寧に案内し詳細なる説明をな

し、階上の広間には接待場を設け立食茶菓の饗応ありて、観覧を終りたる者は順次後の入

口より夫々退散したり。尚ほ当日午前八時今回同行中庭に建設したる青淵先生の銅像除幕

式を挙行し、先づ佐々木支配人の祝詞あり、続て同先生の答辞、及行員一同に対する懇篤

なる訓戒の演説ありたりと云ふ。（中略）営業室の背部に廊下を隔て鍵形の中庭を設け、

各室の光線及空気の流通を完全ならしめ、又其庭中に花崗製の石台を築き、其上に渋沢男

爵の洋装にて直立したる全身の銅像を装置したり、此銅像は渋沢男爵還暦の節第一銀行行

員一同より長沼守敬氏に依嘱して鋳造せしめたるものを、建築落成に際し此庭中に建設し

たるものなり。 

 

（４）渋沢史料館の渋沢栄一胸像 

 私は渋沢栄一立像を探索した後、渋沢史料館に入場した。飛鳥山公園や渋沢史料

館の紹介は、10）のサイト/や 11）のサイト/が優れている。次ページの図４上に、

渋沢史料館の入口を示す。入口の脇に、大きな渋沢像があった。これは石像なの

で、１）のサイト/の対象外である。 

館内に入ると、受付嬢や案内嬢など多くの職員が働いていた。入場料は３館共通

券（本館、青淵文庫、及び晩香廬）が 300円であった。設備の充実や従業員の数を

考えると、入場料は安過ぎである。1000-2000円でも、高くはない。しかし、当館

の方針として、入場料収入には頼っていないようだ。 

１階は大きなホールになっていて、２階の常設展示場に登る階段下に、立派な胸

像が設置されていた。その写真を図４下に示す。流石に渋沢史料館だけあって、本

像は立派な大理石の台座の上に設置されていた。 

（本文は、８ページに続く。） 

https://seisyuu1.com/2021/10/18/ooji_asukayama/
https://monokoto-kansei.com/blog/note/the-autobiography-of-shibusawa2022/
https://douzou.guidebook.jp/
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図４．上：渋沢史料館の入口、下：１階の階段下に設置された渋沢像。 
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図５．左：渋沢像の近接写真、右：台座正面の題字。 

 

 図５左に渋沢像の近接写真を、図５右に台座正面の題字を示す。台座の大理石が

余りにも光沢がよいので、題字はよく見えなかったし、写真写りも悪かった。題字

は何とか「青渕澁澤榮一」と読めた。12）のサイト/lによれば、「青渕」の由来は

次の通りである。 

栄一自身が、1929 年 12 月 24 日に、こう語っています。「青淵と云ふ私の号は、私が十八

歳頃、藍香先生 [編者注：渋沢栄一の従兄・学問の師の尾高惇忠] から附けて貰った。当

時私の家の下に淵があって、その関係から私の家を淵上小屋と名附けていた。それから青

淵と云ふ号が出来たのである」。なお、栄一がこのように語った当時、すでに「淵」は無

く、淵の跡に清水が沸いていたそうです。 

 本像台座の背面にも、３行の文字列が彫られていた。しかし、それらは読み難

く、綺麗な写真は撮れなかった。私が解読出来た部分を以下に記載する。 

昭和三十一年十一月十日…株式會社第一銀行…清水建設株式會社 

 本像の周辺には、以上の他に案内文は何も無かった。それでは、本像の基本情報

が不足である。幸いなことに、９）のサイト/fには、本像の貴重な情報が書かれて

いた。また、13）のサイト/には以下の記載があった。 

http://12）のサイトwww.shibusawa.or.jp/eiichi/answer01.html
https://www.lib.hit-u.ac.jp/images/2023/02/kikaku2021-_5-1.pdf
https://www.lib.hit-u.ac.jp/about/tenji/kikaku/kikaku2021-05/
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堀進二氏が制作した渋沢栄一の洋装胸像は、「如水会館像」、「東京商科大学図書館

像」、「渋沢史料館像」の三体である。 

  

図６．左：如水会館像、本図は、３）のサイト/より借用。右：東京商科大学図書館

像、本図は、14）のサイト/より借用。 

 

 図６左に如水会館像（除幕式：1917年 10月 27日）、図６右に東京商科大学図書

館像（除幕式：1927年 11月 15日）を示す。同一作家が同一人物に対して、３基の

相異なる銅像を制作したのは極めて珍しい。以上の資料などにより、本像の概要は

次の通りである。 

渋沢栄一胸像 

設置場所：東京都北区西ケ原 2-16-1 渋沢史料館 本館玄関ホール 

制作者：堀進二（1890-1978） 

除幕式：1956 年 11 月 10 日 

施主：清水建設 

設置経緯：本像は、渋沢青淵記念財団竜門社設立 70周年記念で建立された。堀進二氏が制

作した渋沢栄一の洋装胸像は、「如水会館像」、「東京商科大学図書館像」、「渋沢史料

館像」の三体である。渋沢栄一（1840-1931）は、1878 年に飛鳥山に別荘「曖依村荘」を設

ける。1901 年に、本邸を飛鳥山に移す。栄一の死後、旧渋沢邸は竜門社（渋沢栄一記念財

団の前身）に遺贈される。1945 年 4 月 13 日に、 太平洋戦争時の空襲により建物の大部分

を焼失。1982 年に、渋沢史料館開館。1998 年 3 月に、本館新築開館。 

 本稿は渋沢像の紹介記事であるので、渋沢史料館の紹介は省略する。その詳細

は、10）のサイト/や 11）のサイト/をご覧下さい。ただ、本館を少し紹介すると、

本館２階には広い休憩スペースがあった。その写真を次ページの図７上に示す。大

きな窓からは、渋沢史料館の庭園を見晴らすことが出来た。窓の上には、旧渋沢邸

（曖依村荘）の建物が描かれていた。 

（本文は、11ページに続く。） 

https://seisyuu1.com/2021/04/13/shibusawa-eiichi-douzou/
https://www.lib.hit-u.ac.jp/about/tenji/kikaku/kikaku2021-05/
https://seisyuu1.com/2021/10/18/ooji_asukayama/
https://monokoto-kansei.com/blog/note/the-autobiography-of-shibusawa2022/
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図６．上：本館２階の広い休憩スペースからの眺め、下：青淵文庫。 
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（５）青淵文庫の渋沢栄一胸像 

 私は、本館で渋沢氏の胸像を探索した後、青淵文庫に向った。その写真を図６下

に示す。本文庫は 1925年竣工で、大正時代の瀟洒な風情を伝える重要文化財であ

る。本文庫に入場すると、驚いたことには、渋沢氏の別の胸像が設置されていた。

その写真を図７上に示す。 

 

 

図７． 

上：青淵文庫の内部に設置され

た渋沢像、 

下：深谷市役所に設置されてい

る渋沢像。本図は、15）のサイ

ト/lより借用。 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoiku/bunka/digitalmuseum/art05/1597308907103.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoiku/bunka/digitalmuseum/art05/1597308907103.html
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 図８上に青淵文庫の渋沢像、図８下に本像の横にあった説明書を示す。本説明書

より、本像の設置経緯がよく分かった。以上の資料などにより、本像の概要は次の

通りである。 

図８． 

上：青淵文庫の渋

沢像、 

下：本像の説明

書。 
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渋沢栄一胸像 

設置場所：東京都北区西ケ原 2-16-1 渋沢史料館 青淵文庫 

原型制作者：渡辺長男（1874-1952）は明治から昭和にかけて活動した彫刻家で、朝倉文夫

の実兄。 

新規鋳造：ブロンズスタジオ、鋳造時期：2022 年 

設置経緯：本像は、埼玉県深谷市役所に 2001年に設置された像と同一で、明治末から大正

期の栄一の面影をよく伝えている。本像が設置されている青淵文庫（せいえんぶんこ）

は、渋沢栄一（1840-1931）の傘寿（80 歳）と子爵昇爵を祝って竜門社会員から贈られた鉄

筋コンクリート造 2 階建ての書庫。「青淵」の名は渋沢栄一の号より。外壁は石貼り、テ

ラスに面した窓の上部はステンドガラスで飾られている。建物内部 1 階は床面チーク材張

りの閲覧室、2 階は書庫である。渋沢史料館の開館当初から本館新築までは展示室として使

用された。重要文化財。竣工は 1925 年。 

 

 

図９． 

上：晩香廬の外

観。 

下：晩香廬の内

部。 
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 図９上に晩香廬（重要文化財、竣工は 1917年）の外観を、図９下にその内部を示

す。 
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