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第 62 回 野球殿堂博物館の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2018 年９月 14 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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は６月に大阪に滞在していたので、その間にそれらの銅像の幾つかを探索した。

その探索記を57 回の記事/f、58 回の記事/f、および59 回の記事/fで書いた。しか

し、未探索の銅像や新たに発見した銅像が多く残されている。私は近いうちに大阪

に行くので、その時に残りの銅像を探索する予定である。 

しかし、東京近傍の銅像は、日本銅像探偵団のサイトで殆ど探索尽されている印

象であった。最近、私が住んでいる練馬区近傍の銅像をネット調査すると、上記の

サイトに収録されていない銅像がゴロゴロ見つかって来たのは意外であった。しか

し、東京でも８月中は猛暑で、銅像探索は出来なかった。所が、28 日９時の温度が

24.8℃に下がったので、私は練馬近傍の銅像探索を敢行した。西東京市の探索記を

60 回の記事/fに、西武池袋線の中村橋駅と練馬駅での探索記を61 回の記事/fに記載

した。 

最近、私は２）のサイト/2で、台湾出身の吳明捷氏の銅像が甲子園歴史館及び東

京ドームに隣接された野球殿堂博物館に寄贈されていることを知った。東京では９

月 11 日には大分涼しくなったので、東京ドームなどに行って、銅像探索を行った。

本稿では、野球殿堂博物館での探索記を記載する。なお、本稿においては、資料の

記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

 

（２）野球殿堂博物館の周辺地図 

次ページの図１に、野球殿堂博物館の周辺地図を示す。私は、地下鉄丸ノ内線・

後楽園駅から東京ドームに行った。後楽園駅の出口から、東京ドームの入口までに、

野球殿堂博物館へ行くルートの案内がなかった。「博物館は東京ドームに隣接して

いる」と知っていても、東京ドームは広大なので、博物館へ行く人は迷ってしまう

だろう。やっと、私は図１の➀地点にあった案内板で、博物館の場所を確認するこ

とが出来た。 

 この博物館は、1959 年 6 月 12 日に「野球体育博物館」の名前で開館。公益法人

改革により、2013 年 4 月 1 日付けで「公益財団法人野球殿堂博物館」に改組・改名

された。 財団の役員は、プロ野球球団のオーナーやアマチュア野球関係者らが務め

ている。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-58.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-59.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-60.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://blog.taiwannews.jp/?p=21942
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図１．東京ドームと野球殿堂博物館の周辺地図 本図は３）のサイト/lより借用。

➀図１右に示す案内板の位置、②野球殿堂博物館。 
 
（２）吳明捷投手の銅像 
 最近、私は２）のサイト/2で、吳明捷（ご・めいしょう）氏の銅像が野球殿堂博

物館に寄贈されていることを知った。2014 年７月７日に記載された本記事は次のよ

うに伝えている。 

嘉義市・黃敏惠市長は嘉義市政府関係者ら１０人を引き連れ６月１８日から２１日で訪

日。甲子園歴史館及び東京ドームに隣接された野球殿堂ホールに、吳明捷氏の銅像を寄贈

し台湾野球の精神、歴史、栄光を日本に伝えた。呉氏は、実在の人物であり、嘉義が舞台

となった甲子園映画「KANO」の主人公。また、呉氏は日本統治時代に開催された甲子園に

て所属した嘉義農林を準優勝に導いた背番号４番のエースであった。黃市長は挨拶で「内

容の９０％が日本語の映画『KANO』は台湾で大ブームが起きており、既に３億台湾ドル以

上の売り上げがある。放映は終わったが、人気が高い作品であったため、今年の９月に再

上映されることが決まっている。このような映画は珍しい。この銅像寄贈はスポーツ、文

化の面で日台の繋がりを活性化させると考えている」と述べた。 

４）のサイト/1では、映画「KANO」の内容、本映画の紹介動画、および嘉義駅前

にある吳氏の等身大の全身像が紹介されている。本像を図２下左に示す。図２上に

は、野球殿堂博物館の「高校野球」のコーナーに設置された銅像を示す。２）のサ

イト/2によれば、これはオリジナルの１６分の１の大きさとなっているそうである。 

（本文は、４ページに続く。） 

➀ 

➀ 

② 

http://www.baseball-museum.or.jp/guide/route/index.html
http://blog.taiwannews.jp/?p=21942
https://matome.naver.jp/odai/2141818100199270101
http://blog.taiwannews.jp/?p=21942
http://blog.taiwannews.jp/?p=21942
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図２ 上：東京ドーム内の野球殿堂博物

館にある吳明捷氏の銅像。（オリジナル

の１６分の１） 

下左：嘉義駅前にある吳明捷氏の等身大

全身像。本写真は５）のサイト/3より借

用。 
下右：野球殿堂博物館にある吳像の説

明。 

https://matome.naver.jp/odai/2141818100199270101/2141826733677973803
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ウィキペディアによると、吳明捷氏の経歴は次の通りである。 

吳明捷（ご めいしょう、1911 - 1983）は、台湾苗栗県出身の野球選手（投手、内野

手）。右投げ右打ち。その投球は「麒麟児」「怪腕」と評された。1931 年の第 17 回全国

中等学校優勝野球大会で台南州立嘉義農林学校のエースで 4 番・主将の、文字通りの大黒

柱として出場、全試合を一人で投げ抜き、同校を初出場ながら準優勝に導いた。1933 年に

早稲田大学に進学、早大では一塁手に転向して打者として活躍、1936 年には東京六大学野

球での当時の通算ホームラン数のタイ記録となる 7 本を記録。同年秋のシーズンでは打率

0.333 で首位打者を獲得している。 1938 年に早大を卒業した後はプロ野球には進まず、

台湾籍のまま東京の台湾拓殖に入社して社会人野球選手となった。1945 年に終戦によって

台湾拓殖が整理されると同時に野球選手を引退、それ以降も台湾には戻らず、日本で職に

就いて暮した。（大東亜戦争中、大日本帝国臣民であった呉氏は兵役には就かなかったよ

うである。） 

 
（３）藤本英雄投手の銅像 
 野球殿堂博物館の「プロ野球」の「完全試合・三冠王」コーナーには、藤本英雄

投手の小さな全身像が展示されている。本像を次ページの図４左に示す。なお、本

像の制作者は北村西望（長崎原爆像の作者）である。藤本選手は巨人の投手で、

1950 年に、日本のプロ野球で完全試合を始めて行ったことで有名である。それにも

かかわらず、彼の銅像は本像以外にはないようである。私（林）はその頃から新聞

を読むようになり、彼の完全試合達成を知り、「27 名の打者を一人も塁に出さず、

全てアウトにするなんて、信じられない！」と感動したことを今でも憶えている。

しかし、日本プロ野球では、これまで 15 度記録されている。 

図３．高校野球（戦前の中等野

球を含む）の夏季大会における

台湾代表の成績（野球殿堂博物

館の高校野球コーナー）。 

戦前の夏季大会には、日本各地

の代表校の他に、台湾、朝鮮、

満州の代表校も参加していた。 
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図４．左：野球殿堂博物館の藤本英雄像、右：完全試合達成時の藤本のグラブ。 
 
 巨人軍選手名鑑（６）のサイト/l）によれば、藤本選手の経歴は以下の通りであ

る。 

藤本 英雄 [ふじもと ひでお、1918 年（大正 7 年）5 月 10 日 - 1997 年（平成 9 年）4 月

26 日]は朝鮮釜山生まれ。明治大学を経て、1942 年、東京巨人軍に入団。背番号「35」

（退団時は「17」）。１年目のシーズンは 10 勝０敗、防御率 0.81 という記録的なデビュ

ーを飾った。２年目には 34 勝 11 敗、防御率 0.73 の成績で最多勝と最優秀防御率のタイ

トルを獲得し、253 奪三振で奪三振王にもなっている。チームも 54 勝で優勝しており、藤

本は１人でほぼ３分の２の勝ち星を挙げて貢献した。1944 年は投手で 3 番を打ち、監督も

兼任。25 歳での監督就任は史上最年少。1947 年に中日に移籍するが、翌 1948 年巨人に復

帰。中日から巨人に復帰後肩の痛みに悩まされていた藤本英雄が大リーグで「火の玉投

手」と呼ばれたボブ・フェラーの著書から、スライダーと呼ばれているのを知り、日本の

プロ野球で初めてスライダーを投げた。1950 年６月 28 日、青森で行われた西日本戦で先

発し日本プロ野球初の完全試合を達成した。投球回数が 2000 以上の投手でシーズン防御

率 0.73、通算勝率 .697 など投手として数多くの日本記録を達成し、読売ジャイアンツの

第 2 次黄金時代に貢献した。 

 以上のような藤本選手の経歴は、大変素晴らしい。特に、藤本選手は大谷選手よ

りはるか昔に「投打・二刀流選手」であったことが面白い。しかし、私は「このよ

うな経歴は綺麗ごとに過ぎる」と思う。ウィキペディアや７）のサイト/Aなどによ

ると、藤本選手の経歴はもっと複雑である。それを以下に示す。 

http://giantsplayer.seesaa.net/index-6.html
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%A3%CB%DC%B1%D1%CD%BA
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藤本 英雄は、朝鮮・釜山生まれ、山口県下関市彦島出身のプロ野球選手（投手）・コ

ーチ・監督、解説者。韓国名は「李 八龍」、後に「中上 英雄（なかがみ）」。 日本プ

ロ野球史上初の完全試合達成者で、史上最年少監督。8 歳で彦島に移り、旧制下関商に進

む。中学時代の恩師の姓を取り、「藤本」とする。下関商時代は 1935 年春と 1937 年春に

甲子園へ出場。明治大学時代は通算 34 勝（六大学歴代 10 位、明大の投手としては現在も

最多）を挙げて優勝投手にもなり、1942 年シーズン途中に東京巨人軍へ入団。大学時代の

恩師の名を取り、「英雄」と改名。1943 年に結婚し、中上家の婿養子となるが、選手とし

ての登録名は「藤本英雄」のまま引退まで通した。 

1950 年 6 月 28 日の西日本戦（青森球場）では蟹の食べ過ぎで腹痛を起こした多田文久

三に代わって先発を務め、日本プロ野球史上初の完全試合を達成。藤本自身も前夜「青森

での登板はないだろう」と判断して、函館から青森に移動する青函連絡船の中で徹夜マー

ジャンに興じ、ほとんど睡眠をとらない状態で登板しての記録達成だった。相手の西日本

打線が貧弱だったことも幸いしたようだ。しかし、この試合は新聞記者は 4 人いたがカメ

ラマンがいなかったため、達成時の写真がないという華々しさが残らない結末となった。 

1955 年に現役引退後は、巨人で二軍監督（1956 年）・一軍投手コーチ（1957 年）を務

めるが、1957 年シーズン終了後に発生した品川主計球団社長と水原監督との騒動に巻き込

まれ辞任。退団後は大和証券監督（1958 年 - 1961 年）を務め、チームを都市対抗に導い

た。 1962 年に読売新聞ロサンゼルス支局駐在員に就任。事実上は巨人の米国担当スカウ

トとして活動し、スコアブックをつけながら、米国各地を回った。1968 年には祖国・韓国

を訪問し、ソウル・釜山・大田・大邱で少年野球教室を開く。韓国野球協会設立に尽力し、

野球の普及に務める。1976 年に野球殿堂入り。 1997 年 4 月 26 日、心筋梗塞のため東京

都千代田区の東京警察病院で死去。78 歳没。  

 以上のような藤本選手の経歴が示すように、藤本選手は朝鮮出身ではあるが、朝

鮮からの徴用工や従軍慰安婦のような苦労を味わうことなく、日本で野球を楽しん

だようだ。しかし、彼の改名歴が示すように、朝鮮出身者の苦労はあったようだ。

なお、藤本選手は大日本帝国臣民であったが、大東亜戦争には徴用されなかったよ

うである。ちなみに、藤本選手の体格は、身長 170cm、体重 65kg で、現在の野球選

手の標準では小柄であるが、当時の日本人なら身長 170cm は立派な体格であった。 
 
（４）野球殿堂博物館のその他の銅像 
 野球殿堂博物館には、上記の２体の銅像の他に、大小の銅像が幾つか展示されて

いるので、それらを以下に簡単に紹介する。次ページの図５に、ロビーにある「あ

こがれの像」を示す。打撃を指導している選手は元・中日の西沢道夫選手で、当時

のプロ野球で素晴らしいフォームとして定評があった選手だそうである。私は勿論、

「西沢選手が中日の中心バッターである」ことは知っていたが、本像が野球殿堂博

物館では唯一の等身大銅像である理由は不明である。 

 西沢 道夫（1921 年 9 月 1 日- 1977 年 12 月 18 日）選手は、東京出身の日本人で、

1943 年に応召し、1946 年に復員している。西沢選手も投打の二刀流で、身長 182cm、

体重 73kg と、当時としては珍しい大柄で、初代の「ミスター・ドラゴンズ」であっ

た。 

（本文は、８ページに続く。） 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%A7%C5%E7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%8F%E5%8E%9F%E9%83%A1
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図５．左：等身大の「あこがれの像」、右：「あこがれの像」の説明。 

 
図６．「プロ野球」の「２リーグ制の開始」のコーナー 
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 図６は、「プロ野球」の「２リーグ制の開始」のコーナーである。ここには、

「榎本喜八：2000 安打記念トロフィー」と「杉浦忠：1959 年パ・リーグ MVP トロフ

ィー」が展示されている。これらのトロフィーには、図７に示すような小さいなが

ら、榎本選手の像と杉浦選手の像が乗っている。 

  

 

 

図７．上左：榎本喜八選手の像、上右：

杉浦忠選手の像、中：榎本喜八選手の説

明、下：榎本喜八選手の説明。 
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榎本 喜八（えのもと きはち、1936 年 12 月 5 日 - 2012 年 3 月 14 日）選手は、

東京都中野区出身のプロ野球選手（一塁手）で、現役時代はオリオンズの中心選手

として長きにわたって活躍した。「安打製造機」の異名を最初に取った選手である。

1000 本安打・2000 本安打の最年少記録を保持。杉浦 忠（すぎうら ただし、1935

年 9 月 17 日 - 2001 年 11 月 11 日）選手は、愛知県西加茂郡挙母町（現：豊田市）

出身の元プロ野球選手（投手）・コーチ・監督、解説者・評論家。「史上最強のア

ンダースロー」「魅惑のアンダースロー」などと呼ばれた。 

 

 

野球殿堂博物館の「高校野球」のコーナーに図８下のような「審判委員永年功労

者表彰 記念像」がある。田村務（1948-）氏製作の本像は、郷司審判がモデルであ

る。郷司 裕（ごうし ひろし、1932-2006）氏は北海道出身。日本の野球審判。元日

本学生野球協会常任理事。旧制明治中学校（現：明治大学付属明治高等学校・中学

校）時代、野球部監督であった島岡吉郎から球審を勧められ、明治大学卒業後にア

マチュア野球審判員となり、半世紀余りを高校、大学、社会人の各大会で 2,000 を

越える試合でマスクをかぶった。特に、夏の甲子園では決勝戦の球審を 13 回務め、

1965 年～1975 年まで実に春夏通算 11 年連続決勝戦の球審を務めた。次ページの図

９に示すように、郷司氏は 2017 年度の野球殿堂特別表彰部門表彰者に選出された。 

図８．審判委員永年功労者

表彰 記念像 
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日本銅像探偵団のサイトは銅像専門ではあるが、野球殿堂博物館には「王貞治

756 号本塁打記念碑」も展示されている。このレリーフは素晴らしい出来栄えなの

で、その写真を図 10 に示す。 

 

  

図 10.  王貞治 756 号本塁打記念碑 

 

参考資料 

１）のサイト：http://www.geocities.jp/douzouz/ 

２）のサイト：http://blog.taiwannews.jp/?p=21942 

３）のサイト：http://www.baseball-museum.or.jp/guide/route/index.html 

４）のサイト：https://matome.naver.jp/odai/2141818100199270101 

図９．野球殿堂の表彰者レリーフ：郷司 裕氏 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://blog.taiwannews.jp/?p=21942
http://www.baseball-museum.or.jp/guide/route/index.html
https://matome.naver.jp/odai/2141818100199270101
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５）のサイト：
https://matome.naver.jp/odai/2141818100199270101/2141826733677973803 
６）のサイト：http://giantsplayer.seesaa.net/index-6.html 
７）のサイト：http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%A3%CB%DC%B1%D1%CD%BA 
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