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第 226 回 東陽町の安田善次郎像と阿部泰蔵像および神田の三谷長三郎像 

        筆者：林 久治（記載：2023 年 3 月 15 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。 

私は 3月 3日に江東区の渋沢栄一像と中村清蔵像を探索し、前回の記事/fに探索

記をした。その際、１）のサイト/に収録されていない他の銅像が江東区にあるかど

うかを調べて見ると、３）のサイト/より明治安田生命新東陽町ビル３階の明治安田

生命歴史展示室に安田善次郎と阿部泰蔵の胸像があることを発見した。そこで、私

は 3月 10日に両像を探索した。その帰りに、神田明神横にある宮本公園の三谷長三

郎像もついでに探索した。本像は、１）のサイト/に収録されているが、基本情報が

記載されていなかったからである。本稿はこれらの探索記である。なお、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）明治安田生命新東陽町ビル 

 次ページの図１上に、明治安田生命新東陽町ビル（以後、本ビルと書く）の周辺

地図を示す。本図が示すように、本ビルは地下鉄東西線の東陽町駅から歩いて数分

の場所にある。本ビルの写真を図１下に示す。私が本ビル行った 3月 10日は金曜日

であったので、本ビルの正門は開いていた。多分、土日や祭日に行くと、正門は閉

まっているであろう。3月 10日の金曜日には、正門横の守衛所には誰も居ず、私は

構内に入ることが出来た。 

 本ビルの紹介は、３）のサイト/が優れている。本サイトを参考にして、本ビルの

概要を次ページの図１の下から記載する。 

 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-225.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
http://www.building.co.jp/news/2530/
https://douzou.guidebook.jp/
http://www.building.co.jp/news/2530/
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図１．上：明治安田生命新東陽町ビルの周辺地図、下：本ビルの正門。 

 

 明治安田生命新東陽町ビル（東京都江東区東陽 2-2-11）の概要 

①「明治生命保険相互会社」（本社：丸の内）と「安田生命保険相互会社」（本社：新

宿）は 2004 年 1 月 1 日に経営統合し、「明治安田生命保険相互会社」（本社：丸の内）が

誕生した。2 つの企業が合併したことで、本社や事務センターなどの施設が重複することに

なり、同社はそれぞれの機能を再構築する必要に迫られた。丸の内の本社ビル再開発に続
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いて、事務センターの統合が検討され、最終的には自社ビルを新築することで決定する。

2011 年 11 月末に完成した「明治安田生命新東陽町ビル」には、同社の CRE 戦略施策を推進

する多くの取り組みが盛り込まれている。 

②東京メトロ東西線「東陽町」駅からほど近く、約 9,100 坪におよぶ広大な敷地に地上 12

階、地下 1 階建てのビルが竣工したのは、2011 年 11 月 30 日のことである。その名を「明

治安田生命新東陽町ビル」という。「新」というのは、もともと同ビルの手前の敷地に事

務センターが建っていたためだ。 

③新たに建設する自社ビルのコンセプトとしては、まず、各部門を効率的に集約というこ

とが挙げられます。また、当初想定していた以上の面積を確保できたことで、これを有効

活用するために多機能を集積すること。具体的には、研修所や配送センター、宿泊施設な

どの機能を当ビル内に集積しています。次に、BCP 対応とフレキシビリティの確保。これは

可能な限り安全性を高めるということと、組織改編や状況の変化などに柔軟に対応できる

ことが必要だからです。そして、CO2 排出量削減などの環境共生、地域共生（地域の災害時

支援）などが挙げられます。 

④研修には多いときで 700～800 人が参加していますから、執務エリアと合わせて最大約

6,000 人近い人間が館内にいることがあります。1～2F の一部は食堂になっていて、約

1,000 席分を用意していますが、それでも 11 時 30 分から 13 時 30 分までの昼食ピーク時に

はフル稼働になっています。 

⑤3F の研修所は、研修テーマや参加人数によって多彩な大きさ・広さ・設備環境の研修室

を選択することができるという。また、3F には最大 500 名規模の参加者を収容できる大ホ

ールも設置されている。大ホールは後側の 2 分の 1 を可動式パーティションで区切ること

ができ、2 つの中ホールとして使用することも可能だ。3F には、明治安田生命のこれまで

の歴史を豊富な資料で展示する部屋（明治安田生命歴史展示室、ここの写真に２基の胸像

が写っている）も設置されている。 

⑥4F から 9F まで 6 フロア分に相当する執務エリアが「メガスパイラルオフィス」になって

いることだろう。メガスパイラルオフィスとは、1 フロアを 4 つの面に分割し、1 面ずつ高

さの違う「スキップフロア」として、らせん階段のように連続して積み上げて構成する手

法のことである。 

⑦10F から最上階である 12F までの 3 フロアは、400 名の宿泊が可能な施設となっている。

これは、全国から研修受講などの目的で集まる明治安田生命の従業員を受け入れる施設で

あり、受講生の利便性を確保すると同時に、事務センター業務を身近に感じられる効果も

生まれた。この宿泊施設および 3F 研修室の研修関係者用施設は、セキュリティ上の理由か

ら執務エリアとは分断されている。 

⑧こうして完成した新東陽町ビルは「第 25 回日経ニューオフィス賞」クリエイティブ・オ

フィス賞や「第 7 回ファシリティマネジメント大賞（JFMA 賞）」優秀 FM 賞を受賞するな

ど、識者から高い評価を受けている。 

 なお、竹中工務店による本ビル建設の概要（４）のサイト/）や、一般社団法人新

都市ハウジング協会による平成 24年度 ＣＦＴ構造賞の記事（５）のサイト/）が面

白い。 

 

（３）明治安田生命歴史展示室（本ビル３階）の安田善次郎像と阿部泰蔵像 

 私が本ビルに玄関から入ると、内部は吹き抜けで、広いホールがあった。その写

真を次ページの図２上に示す。 

https://www.takenaka.co.jp/design/works/meijiyasuda-new-toyocho-building/
https://anuht.or.jp/publics/index/216/detail=1/b_id=618/r_id=139/
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 １階ホールには、受付も守衛所も無かった。銅像などの装飾品も無かった。そこ

で、私は正面のエスカレーターで２階に上がった。２階も吹き抜けになっており、

回廊には何も無かった。私は２基の胸像が３階にあることを調査済であったので、

３階に行こうと思ったが、階段が無かった。私はエレベーターが目に入ったので、

２階から３階までエレベーターで行ってみた。３階には、大小の会議室があり、広

い廊下には、色々な展示品が置かれていた。 

 私は「さて、歴史展示室はどこかな？」と、廊下をうろついていると、一角に展

示室の表示があった。その写真を図２下に示す。展示室に入ると、そこには色々な

資料が展示されており、部屋の両隅には胸像がそれぞれ置かれていた。その写真

を、次ページの図３上に示す。私は、まんまと目的の展示室まで侵入することが出

来たのであった。ここまで、私は誰にも咎められなかったので、胸像を撮影するこ

とが出来た次第である。 

 このようにして撮影した 1基の胸像の写真を、次ページの図３下左に示す。それ

はブロンズ像であり、台座正面の題字（図３下右）には「安田善次郎翁」と書かれ

ていた。（本文は、６ページに続く。） 

図２． 

上：玄関ホール、 

下：「明治安田生命歴史展示室」の表示。 
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図３． 

上：展示室の内部、 

下左：安田善次郎翁の胸

像、 

下右：台座正面の題字。 
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安田像の横には、本像の説明文があった。その写真を、図４に示す。本文より、

「安田氏は安田生命の社祖である」ことや、本像の作者、製作時期、及び制作経緯

が分かった。制作者の北村正信氏の略歴は、６）のサイト/0に次のように書かれて

いる。 

北村正信（1889- 1980）は新潟県市振村（現糸魚川市）生まれ。旧姓虎井、幼名は友吉。

宮彫師である母方の祖父三代北村正信について木彫を習う。1903（明治 36）年パリ留学か

ら帰国した叔父北村四海の呼び寄せに応じ上京、翌年太平洋画会研究所に入り中村不折、

満谷國四郎に基礎デッサンを、新海竹太郎、北村四海に彫刻技法を学ぶ。1909（明治 42）

年北村四海の養子となり五代北村正信を襲名。 

 安田翁の銅像は、立像と胸像がそれぞれ 1基ずつ１）のサイト/の「富山市欄」に

収録されている。富山市の胸像は、本像と同じである。安田翁の経歴は、ウィキペ

ディアなどに記載されている。これらの資料などにより、安田像の概要は次の通り

である。 

安田善次郎翁胸像 

設置場所：東京都江東区東陽 2-2-11 明治安田生命新東陽町ビル 3 階明治安田生命歴史展

示室 

制作者：北村正信（1889- 1980） 

設置時期：1961 年 10 月（旧安田生命新宿本社ビル建築記念） 

設置経緯：初代安田善次郎（1838 年 11 月 25 日- 1921 年 9 月 28 日）は、日本の実業家で

茶人。幼名は岩次郎。号は松翁。安田財閥の祖。富山藩下級武士（足軽）の安田善悦の子

として生まれる。1858 年、奉公人として江戸に出る。最初は玩具屋に、ついで鰹節屋兼両

替商に勤めた。25 歳で独立し、乾物と両替を商う安田商店を開業した。やがて安田銀行

（後の富士銀行。現在のみずほフィナンシャルグループ）を設立し、その後には損保会社

（現在の損害保険ジャパン）、生保会社（現在の明治安田生命保険）、東京建物等を次々

と設立した。 

1921 年 9 月 27 日、神奈川県中郡大磯町にある別邸・寿楽庵に「弁護士・風間力衛」と名乗

る男が現れ、労働ホテル建設について談合したいと申し入れたが、善次郎はこの面会を断

った。風間力衛は実在の人物ではあるが、神州義団団長を名乗る朝日平吾が詐称したもの

であった。翌日、再度善治郎のもとを訪れた朝日は門前で 4 時間ほどねばったところ、面

会が許された。午前 9 時 20 分ごろ、善次郎は別邸の十二畳の応接間で朝日から短刀で切り

付けられ、逃げようとしたが廊下から庭先に転落したところを咽頭部に止めを刺されて死

亡した。享年 82 歳。その後、朝日は応接間に戻り、所持していた短刀と西洋刀で咽喉を突

図４． 

安田像説明文 

https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/sakka_det.html?list_count=10&person_id=80
https://douzou.guidebook.jp/
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いて自殺した。朝日による斬奸状には、「（現代語訳）悪徳豪商の安田善次郎は巨万の富

を築いたがその富豪としての責任を果たしていない。国家社会を無視し、貪欲にして卑し

くケチで長らく民衆の恨みを集めている。私はその頑なさを哀れみ仏心と慈しみの言葉で

諭そうとしたが悔い改めることはなかった。そのため天誅を加えて世の戒めとする」と記

されていた。 

東京大学の安田講堂や、日比谷公会堂、千代田区立麹町中学校校地は善次郎の寄贈による

ものであるが、「名声を得るために寄付をするのではなく、陰徳でなくてはならない」と

して匿名で寄付を行っていたため、生前はこれらの寄付が行われたことは世間に知られて

はいなかった。東京大学の講堂は死後に善次郎を偲び、一般に安田講堂と呼ばれるように

なる。 

安田像の反対側（展示室の向かって、左側）に、もう 1基の胸像があった。その

写真を、図５左に示す。本像の題字（図５右）には、「社祖 阿部泰蔵氏像」と書

かれていた。本像は立派な大理石像であった。しかし、残念ながら、１）のサイト/

はブロンズ像のみを対象とするので、本像は本サイトに収録はできない。 

 

  

 

本像の横に、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６に示

す。本文より、「阿部氏は明治生命の社祖である」ことや、本像の作者、製作時

期、及び制作経緯が分かった。本像制作者の北村四海氏の経歴は、ウィキペディア

に記載されている。奇しくも、安田像制作者の北村正信氏は四海氏の養子となった

人物で、四海氏と正信氏は日本の大理石彫刻のパイオニアと評されている。阿部氏

の経歴はウィキペディアに記載されている。以上の資料などにより、阿部像の概要

は次の通りである。 

図５． 

左：阿部泰蔵氏の胸像、

右：本像の題字。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/


8 

 

阿部泰蔵氏の胸像 

設置場所：東京都江東区東陽 2-2-11 明治安田生命新東陽町ビル 3 階明治安田生命歴史展

示室 

制作者：北村四海（1871- 1927、日本初の大理石彫刻家） 

制作時期：1916 年 12 月 2 日（阿部泰蔵君在職 35 年記念） 

譲渡時期：1979 年（生命保険協会から明治生命に） 

設置経緯：阿部泰蔵（1849 年 5 月 19 - 1924 年 10 月 22 日）は、幕末 - 明治期の武士、実

業家、官僚。日本初の生命保険会社明治生命保険（現明治安田生命保険）の創立者（初代

頭取、初代会長）として知られる。三河国吉田藩（維新後豊橋藩）の藩医豊田鉉剛の三男

として生まれ、のち同藩の阿部三圭の養子となる。儒学者を目指し漢詩を小野湖山に、橋

本一斎に蘭学を学んだ後藩命を受けて江戸に上り、開成所教授・杉田玄瑞、穂積清軒、中

島三郎助に蘭学を学んだ。1868 年に鉄砲洲の慶應義塾に入学する。1870 年に太政官から大

学出仕の命を受け、大学南校教授を経て文部省少教授から編集権助・六等出仕となり、訳

書『修身論』が文部省の教科書に採用される。統計学を考究する「製表社」の結成に参加

し、麻布区会副議長に選ばれる。1881 年に明治生命保険会社（現・明治安田生命保険）設

立願いを東京府に提出し、許可される。 

 

図６．阿部像の説明文 

 

（４）神田の三谷長三郎像 

私は、東陽町で安田像と阿部像を探索した後、御茶ノ水駅に廻って宮本公園の三

谷長三郎像を探索した。宮本公園の周辺地図を次ページの図７上に示す。本図にあ

るように、宮本公園は神田明神の裏手にある。図７下に、本園の三谷像の周辺を示

す。本像は、１）のサイト/に収録されているが、基本情報の収集のため、本像を探

索した次第である。 

https://douzou.guidebook.jp/
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 次ページの図８上左に三谷長三郎像を、図８上右に本像の題字を示す。題字には

「三谷長三郎翁」とあった。図８下には、本像右横にある碑文を示す。それには、

次のように書かれていた。 

三谷長三郎氏は、明治二年に神田で生れた実業家であるが、社会に感謝する気持ちから、

私財を投じ、大正・昭和初期の神田の教育振興に尽力し、大きな足跡を残した。当胸像

は、氏の没年に当たる昭和九年、謝意をこめて、小学校の児童父兄が中心となり、北村西

望氏の作を得て建立した。 

なお、諸般の資料より、上記の「氏の没年…昭和九年」は誤文で、没年は昭和七年

である。 

宮本公園 

図７． 

上：宮本公園の周

辺地図 

下：三谷長三郎像

の周辺。 
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また、図７下にあるように、本像左横にも本像の説明文がある。この写真は、

１）のサイト/に収録されているので、本稿では省略する。ただし、説明文の内容

は、7）のサイト/lに掲載されている旧版の文章がより詳しい。これらの説明文の

最初と最後は、以下の通りである。 

千代田区指定有形文化財（歴史資料） 三谷長三郎胸像 平成１４年４月指定（中略）                  

この胸像は教育に関する人物を顕彰したものであり、千代田区の教育史を考えるうえで欠

くことのできない資料です。 

旧版の説明文の全文は、８）のサイトに収録されているので、参考にして下さい。 

  

 

図８．上左：三谷長三郎像、上右：本像の題字、下：本像横の石碑。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://sasasablog.seesaa.net/category/22149432-1.html
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 本像台座背面には、２枚の銘盤が埋め込まれている。それらの写真を、図９に示

す。 

 

 

 

図９． 

上：本像台座背面にある

上の銘盤、 

下：本像台座背面にある

下の銘盤。 



12 

 

 下の銘盤には、次のように書かれている。 

この三谷長三郎翁の胸像は当初神田神社裏に建立されたが同翁の功績を永久に讃えるにふ

さわしい景勝の地、区立宮本公園を選び移転したものである。 

昭和三十六年十月三十日  東京都千代田区長 遠山景光                 

 上の銘盤には、次のように書かれている。 

三谷長三郎翁ハ東京市神田区ノ人ナリ資性温厚篤実ニシテ敬神崇祖ノ志深ク博愛仁慈ノ行

極テ多シ能ク家業ニ精励シ常ニ冗費ヲ省キテ私財ヲ公益ノ為ニ投ジ最モ力ヲ小学児童ノ保

育ニ盡サレタリ翁ノ如キハ誠ニ一世ノ楷範ニシテ我ガ教育界ノ恩人と謂フベシ 

   昭和九年十二月二十五日 

銘文の下には、左横書きで以下の名称が刻まれている。 

故三谷長次郎翁胸像建設會 

発起 

東京市神田区會 神田区斈務委員會 神田区教育會 神田区小学校児童保護者會 神田小

斈校教員會 神田区小斈校長會 

 以上の資料などにより、三谷像の概要は次の通りである。 

三谷長三郎翁胸像 

設置場所：東京都千代田区外神田 2-16-9 宮本公園 

制作者：北村西望（1884-1987） 

設置時期：1934 年 12 月 25 日（三回忌） 

移設時期：1961 年（神田明神裏の大銀杏傍から現在地へ） 

設置経緯：三谷長三郎氏（1869－1932）は、神田在住の実業家です。明治 2 年（1869）2 月

1 日に神田塗師町に生まれ、幼名は銀次郎といいます。三谷家は、紀伊国屋の屋号を持ち、

万治 3 年（1660）の創業以来銅・真鍮を商っていた商家です。長三郎氏は、明治 19 年

（1886）に 10 代目を襲名してから大いに経営手腕を発揮し、財をなしたといわれていま

す。三谷氏は、財団法人三谷報恩会を結成して、神田区の学校教育のために多大な貢献を

しています。例えば、列車を仕立てて毎年、春には鎌倉・由比ヶ浜へ遠足を、夏には箱根

で林間学校を開催するほか、神田区内の学校に映写機・ピアノなどを寄贈しています。今

川小学校には市内では初めてとなるプールを建設しました。また、進学優良児童には奨学

金を贈っています。本像は、教育に関する人物を顕彰したものであり、千代田区の教育史

を考えるうえで欠くことのできない資料です。2002 年４月、千代田区指定有形文化財（歴

史資料）に指定されました。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf 

３）のサイト：http://www.building.co.jp/news/2530/ 

４）のサイト：https://www.takenaka.co.jp/design/works/meijiyasuda-new-

toyocho-building/ 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://www.building.co.jp/news/2530/
https://www.takenaka.co.jp/design/works/meijiyasuda-new-toyocho-building/
https://www.takenaka.co.jp/design/works/meijiyasuda-new-toyocho-building/
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５）のサイト：

https://anuht.or.jp/publics/index/216/detail=1/b_id=618/r_id=139/ 

６）のサイト：

https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/sakka_det.html?list_count=10&person_id=80 

７）のサイト：http://sasasablog.seesaa.net/category/22149432-1.html 

８）のサイト：  

東京都千代田区の歴史 三谷長三郎胸像（宮本公園） (shinobi.jp) 

https://anuht.or.jp/publics/index/216/detail=1/b_id=618/r_id=139/
https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/sakka_det.html?list_count=10&person_id=80
http://sasasablog.seesaa.net/category/22149432-1.html
http://tokyochiyoda.blog.shinobi.jp/%E5%A4%96%E7%A5%9E%E7%94%B0/%E4%B8%89%E8%B0%B7%E9%95%B7%E4%B8%89%E9%83%8E%E8%83%B8%E5%83%8F%EF%BC%88%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E5%85%AC%E5%9C%92%EF%BC%89

