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第 75 回 東京・講道館の正力像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 1 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。 

私は主として近畿地方や東京で銅像探索を行っている。昨年末の記事は、以下の

通りである。近畿地方：70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事

/f。東京：前回の記事/f。私の銅像探索の目的は、日本文化と日本人の人生を実地に

学ぶことと、運動不足の解消である。年末年始はスポーツクラブが休館となり、か

つ餅などを食べすぎるので、体重増加が心配である。今回は特に、12 月 21 日から

プールの改修工事があり、例年より休館期間が長く、体重危機が深刻であった。 

事実、12 月 20 日に 73.30 ㎏あった体重が、１月５日には 74.30 ㎏になっていた。

その後の体重変化は以下の通りであった。６日（74.00 ㎏）、７日（74.35 ㎏）、８

日（74.50 ㎏）、9日（73.80 ㎏）、10 日（73.25 ㎏）。６日間、水泳を皆勤し、や

っと体重は通常値に戻った。11 日はスポーツクラブが休館であったし、久しぶりに

好天であったので、都心へ銅像探索に出かけた。今回はそ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）講道館の正力像 

 

図１．講道館の周辺地図 
本図は、２）のサイト/lより

借用。 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
https://www.bestrsv.com/hotel/2001110032/access.html
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 図１に、講道館の周辺地図を示す。場所は文京区役所（文京シビックセンター）

の裏で、地下鉄の後楽園駅や春日駅から近い。講道館には、嘉納治五郎（1860-

1938）の銅像と正力松太郎（1884-1969）の胸像が設置されている。私（林）が撮影

した両像を図２に示す。嘉納像は講道館の玄関前の正面に堂々と立っている。彼が

柔道の創始者であるので、同然の処遇である。勿論、当像は日本銅像探偵団のサイ

トに収録されている。 
 一方、正力像は玄関を入った１階ロビーに設置されていた。このロビーは一般の

立入が自由なので、容易に撮影が出来た。しかし、照明環境は最悪で、逆光写真し

か撮れなかった。当像は、嘉納像の近くにあるにもかかわらず、なぜか日本銅像探

偵団のサイトに収録されていない。嘉納像を撮影した人が、嘉納像のみで満足して

帰ったのかも知れない。講道館の銅像はこの２体のみなので、正力像が設置されて

いる理由を以下に検討する。 

  
図２．左：講道館の玄関外に設置された嘉納治五郎の銅像、右：講道館の玄関内に

設置された正力松太郎の胸像。 

 

 講道館と同じ建物に、柔道資料館があったので、そこに入場してみた。なんと、

入場無料なので感激した。資料館には「殿堂」があり、柔道の指導、普及、発展に

特に顕著な功績のあった人々を讃え、彼等の略歴と肖像写真が掲示されていた。 

ウィキペディアの「講道館」には、殿堂入りした人々のリストが示されている。

十段が 12 名、九段が１名、八段が１名、七段が２名、六段が３名である。十段の中

に、正力松太郎の名前があった。正力氏の略歴掲額を次ページの図３に示す。なお、

講道館十段はこれまでに 15 名である。また、殿堂入りした六段の中で、有名な軍神

の広瀬武夫中佐（1868-1904）の名前があった。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図３．左：正力像の台座の銘、右：講道館・殿堂に掲示された正力氏の略歴。 
 
３）のサイト/には、正力氏が殿堂入りした理由が次のように記載されている。 

正力は四高卒業後、東京帝国大学へ進学すると同時に、講道館へも入門を果たし、更に柔

道の修行に励んだ。その後、警視庁警務部長・読売新聞社社長さらに国務大臣等を勤める

傍ら、実業界から柔道の普及に努め、1958（昭和 33）年の講道館移転や東京オリンピック

開催に向けての日本武道館の建設に大きく貢献する。これらの功績により、正力は 1969

（昭和 44）年、柔道専門家以外で初の講道館十段となったのであった。 

講道館に正力像がある理由も、上記と同様な功績、特に、講道館新築への貢献が評

価されたのであろう。 
 正力氏は日本政治にも大きな影響を与えた重要人物であるので、その略歴をウィ

キペディアから以下に抜粋する。 
1885：富山県射水郡枇杷首村（後の大門町、現射水市）に土建請負業を営む父の次男とし

て生まれる（次男で松太郎とは、これ如何に？） 

1911：東京帝国大学卒業。内閣統計局に入る 

1913：警視庁入庁 

1923：警視庁警務部長 虎ノ門事件 

1924：虎ノ門事件を防げなかった責任を問われ懲戒免官 

読売新聞の経営権を買収、社長に就任。 

1934：大リーグ選抜チームを招聘、大日本東京野球倶楽部創立（現・巨人軍） 

1940：大政翼賛会総務に就任 

1945：A 級戦犯に指定され、巣鴨拘置所に収容される 

1952：日本テレビ初代社長に就任 

http://kodokanjudoinstitute.org/doctrine/palace/matsutaro-shoriki/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E3%83%8E%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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1955：米国の新たな情報キャンペーン「平和のための原子力」プログラムを読売新聞のト

ップ記事で大々的に紹介し、放送やイベントを含む半年に渡る一大 PR 活動を開始 

第 27 回衆議院議員総選挙に富山 2 区から出馬、当選 

1956：原子力委員会の初代委員長に就任 

同年 1 月 4 日、日本に原子力発電所を 5 年後に建設する構想を発表。これに対して、原子

力委員の湯川秀樹は、「動力協定や動力炉導入に関して何等かの決断をするということは、

わが国の原子力開発の将来に対して長期に亘って重大な影響を及ぼすに違いないのである

から、慎重な上にも慎重でなければならない」と強く訴え、抗議のために辞任した。 

1962：財団法人日本武道館初代会長 

1969：国立熱海病院で死去 柔道八段から十段に昇段 

 以上の略歴から分かる通り、正力氏と読売新聞は、日本の原発推進の元凶であっ

た。彼等が「原発の安全神話」を作って、日本国民を騙し続けてきたのである。し

かし、福島原発で大参事が発生して、彼等の安全神話は完全に崩壊したのである。

また、彼等が作った読売巨人軍が、日本野球と野球少年に対して行った暴挙は枚挙

にいとまがない。その例の幾つかを以下に紹介する。 

➀沢村栄治投手は日本のプロ野球の黎明期に現れた天才投手であった。「沢村投手

の活躍により、日本のプロ野球と読売巨人軍が人気を博するようになった」と言っ

ても過言ではない。そのような功労者の沢村投手が、兵役に行って肩を壊して帰っ

て来ると、巨人軍は手のひらを返すように、彼を冷たく解雇してしまったのである。

せめて、巨人軍のスタッフに雇用するとか、読売新聞の従軍記者に雇用するとかし

て、沢村投手を死地に追いやることを防いであげるべきであった。 

②清原選手と桑田選手は PL 学園で超高校級の野球選手であった。ドラフト前には、

桑田選手は大学進学を公言していた。一方、清原選手は巨人軍入りを熱望していた。

巨人軍側でも、清原選手に「１位指名」を確約していたようだ。しかし、これは巨

人軍の汚い策略であった。巨人軍は桑田選手と密約を結び、ドラフトでは彼を「１

位指名」とした。清原選手は巨人軍と親友の桑田選手に裏切られ、泣く泣く西武に

入団した。この事件が、清原選手が犯罪者に落ちぶれる遠因を作ったのである。 

③今年度のプロ野球 FA では、巨人軍の内海 哲也内野手が炭谷選手の人的補償で西

武へ移籍した。また、巨人軍の長野 久義外野手が丸選手の人的補償で広島へ移籍し

た。内海選手も長野選手も巨人軍の生抜きで、巨人軍に長年貢献してきた。彼等の

ような生抜き選手を、少し力が落ちたとはいえ、人的補償で他球団に放出するとは

言語道断である。巨人軍は FA 制度で他球団のスター選手を引き抜くことばかりに奔

走し、生抜き選手を養成して重用しようとしない悪癖にどっぷりと浸かっている。

私はこんな悪徳球団を応援する人の気持ちが分からない。 

 
（３）日本各地の正力像 
前節で記載したように、正力松太郎氏は稀有の売国政治家であり反動言論人では

あったものの、日本における超有名人の一人であることには間違いない。従って、

日本銅像探偵団のサイトとしては、彼の銅像を収録する必要がある。私の調査では、

正力松太郎氏の銅像は日本に６カ所７体あるが、日本銅像探偵団サイトの「日本の

銅像ギャラリー」欄に収録されているのは、その内わずかに１体に過ぎない。正力

像の所在を以下に示す。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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岩手県奥州市・後藤新平記念館（×）東京都中央区・読売新聞本社（×）、東京都文京

区・講道館（本稿の胸像：×）、東京都文京区・東京ドーム（×）、富山県射水市・正力

小林記念館に２体（×、×）、富山県高岡市・読売会館（○）。 

なお、（○）は日本銅像探偵団サイトに収録されている銅像で、（×）はされていない銅

像である。 

 そこで、私は講道館の正力像を撮影した後、千代田区大手町の読売新聞本社に行

って、そこに設置されているはずの正力像を撮影することを試みた。読売新聞本社

の玄関を図４に示す。 

 
図４．千代田区大手町の読売新聞本社ビル（2014 年１月に新装開店） 
 
 私は、読売新聞本社の玄関の１階内外で自由に立ち入れる場所を探したが正力像

を発見することが出来なかった。そこで、私は１階受付で交渉することとした。受

付には３人ばかりの受付嬢がいた。空いている一人の前に行くと「研修生」の名札

を付けた若い女性がいた。私は「しまった！研修生では融通が効かない」と思った

が、仕方なく彼女に話しかけた。 
私「ここにある正力先生の銅像を拝見できますか？」 
研修生「……」 
私「正力先生はここの創立者ですよ。」 
研修生（後ろの指導員と相談して）「特別の方でないと見られません。」 
私「特別というと？私は読売人名録に名前が載っていますが…。」 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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研修生「社員の予約が必要です。」 
私（傍の警備員に）「今は、正力先生と務台先生の銅像はどこにありますか？」 
警備員「以前は１階ロビーにありましたが、新館になってからは社員専用の場所に

あります。」 
 以上の次第で、私は１階受付からすごすごと退散した。３階に自由に行けるエス

カレーターがあったので、３階まで行ってみた。そこにもロビーがあり、ギャラリ

ーや売店などがあった。案内所に「見学受付」との文字があったので、そこのお姉

さんに質問した。 
私「今から見学はできますか？」 
案内嬢「出来ません。予約制になっておりますので、申し込んで下さい。」 
私「見学の途中で、正力先生と務台先生の銅像を拝見できますか？」 
案内嬢「見学コースは、云々、云々ですが、銅像には行きません。」 
私「それは残念です。銅像を見られなければ見学はしません。」 
 私は「何で読売は正力像と務台像を一般人に見せないのか？」と不審思い、読売

新聞と巨人軍に対する反感が更に強くなった。私は帰宅してから、「読売本社＋正

力松太郎銅像」で検索すると、正力像の写真はほんの僅かしか出現しなかった。こ

れは矢張り、読売が正力像を隠匿しているのが原因であろう。私がネットで見つけ

た正力像と務台像の写真を図５示す。 

 
図５．左：読売本社の正力像 本図は、４）のサイト/より借用。 右：読売本社

の務台像 本図は、５）のサイト/lより借用。 

 
ウィキペディア「読売新聞東京本社」によれば、2013 年 1 月に 2 代目大手町社屋として

竣工。2014 年 1 月 6 日、2010 年 9 月に仮移転していた中央区銀座の日産自動車旧本社ビ

ルから移転して業務開始。地上 33 階・地下 3 階、高さ 200m の高層ビルである。1971 年に

竣工した初代大手町社屋は 2010 年 9 月まで使用された。 

http://www.ponyride.jp/moment/2009/07/
https://ameblo.jp/bura-mati/entry-11111519162.html
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上記の記事より、読売本社の正力像は、➀初代大手町社屋の時代には１階ロビーに、②

日産ビル時代には１階ギャラリーに（９）のサイト/lを参照）、③2 代目大手町社屋の時

代には社員専用室に設置されていたことが分かる。 

 本稿の最後に、日本各地に設置された正力松太郎の銅像をまとめて記載する。 
なお、（○）は日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されている銅

像で、（×）はされていない銅像である。 

➀岩手県奥州市・後藤新平記念館（×）：詳細は６）のサイトを参照して下さい。 

岩手県奥州市水沢区にある後藤伯記念公民館は、1941 年に建設され寄贈されたもの。寄贈

者は後藤新平と親交があった当時の読売新聞社社長正力松太郎であって、新平の 13 回忌

にあたって、故人に対する旧恩感謝の意をこめて贈られたもの。1978 年、敷地の北東に隣

接し後藤新平記念館が設置された。 

 

図６．岩手県奥州市水沢区にある後藤新平記念館に設置された、後藤新平像（左）

と正力松太郎像（右） 本図は、６）のサイト（後藤伯記念公民館（後藤新平記念

館） - FC2）より借用。 

 

②東京都中央区・読売新聞本社（×）：詳細は、４）のサイト/を参照して下さい。 

本像の紹介は、本稿の p.6 に記載しました。 
③東京都文京区・講道館（×）：本像の紹介は、本稿の p.2-4 に記載しました。 
④東京都文京区・東京ドーム（×）：詳細は、７）のサイト/lを参照して下さい。 

東京ドームの関係者出入口に、正力松太郎の銅像があるそうだ。 
➄富山県射水市大門・正力小林記念館に２体（×、×）：詳細は、８）のサイト/lを参照

して下さい。当館は正力の生誕地に建設された。小林はやはり当地出身の小林与三次で、

正力の女婿となり、務臺光雄さんの後、読売グループの社長・会長となった人物である。

当館の外に正力の全身像が、館内に胸像が設置されている。 

https://s.webry.info/sp/nissan-gallery.at.webry.info/201104/article_2.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnl8Kniu3fAhXXFogKHcwtBEIQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fyshisotricalplace.web.fc2.com%2Fhistorical_place%2Fshinpei_goto_kominkan%2Findex.html&usg=AOvVaw3J0Vo4Iud9C3tr7f_w1qTa
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnl8Kniu3fAhXXFogKHcwtBEIQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fyshisotricalplace.web.fc2.com%2Fhistorical_place%2Fshinpei_goto_kominkan%2Findex.html&usg=AOvVaw3J0Vo4Iud9C3tr7f_w1qTa
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnl8Kniu3fAhXXFogKHcwtBEIQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fyshisotricalplace.web.fc2.com%2Fhistorical_place%2Fshinpei_goto_kominkan%2Findex.html&usg=AOvVaw3J0Vo4Iud9C3tr7f_w1qTa
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⑥富山県高岡市・読売会館（○）：本像は、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラ

リー」欄に収録されている。本像は、1963 年に当館の玄関ホールに建立された。正力は旧

制の高岡中学を卒業した。 

 当日、私は大手町の読売新聞本社に行った後、上野の寛永寺・根本中堂に行って

了翁道覚の銅像を撮影した。次回は、了翁像の探索記を記載する。 
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