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第 85 回 東京都港区の犬丸徹三像と松岡清次郎像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年３月 22 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、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

昨年末から本年始めまでに、私が書いた記事は、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。東京：74 回の記事/f、
75 回の記事/f、76 回の記事/f、77 回の記事/f、80 回の記事/f。奥州市：78 回の記事

/f、79 回の記事/f。銅像探索の第二の目的は、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。 
本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。81 回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。82 回の記事/fでは、京

都市山科区の蓮如像の探索記を記載した。前回の記事/fでは、大阪市の銅像探索記

を記載した。東京に帰京してから、私は３月 13 日に東京谷中で岡倉天心像を探索し、

その探索記を前回の記事/fに書いた。 

前回の記事/fに書いたように、当日、私は芝パークホテルの犬丸徹三像も探索す

る予定であった。当ホテルの住所は港区芝公園 1-5-10 であるが、オッチョコチョイ

の私は住所を芝 1-5-10 と勘違いし、この住所に行ったがホテルは無かった。そこで、

３月 19 日に、私は港区で芝パークホテルの犬丸像と松岡美術館の松岡像を探索した。

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）芝パークホテルの犬丸徹三像 
次ページの図１に、芝パークホテルの周辺地図を示す。３月 19 日に、私は「東京

都シルバーパス」を利用して、大江戸線・大門駅まで行った。駅から図１の➀地点

に行くと、そこには有名な増上寺の大門がある。その写真を次ページの図２に示す。 

なお、「東京都シルバーパス」は 70 才以上の東京都民を対象とし、１度購入すると１

年間は都営地下鉄と都内を走行する乗合バスに自由に乗車できる有難い制度である。私ど

ものような、年金暮らしの老人は、本パスを利用すると都内で安価に活動することが出来

る。 

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://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-79.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-84.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-84.pdf
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図 1．芝パークホテルの周辺地図。本図は、２）のサイト/lより借用。➀：増上寺

の大門、赤い矢印：➀から芝パークホテルに行った道路。 

 
図２．芝・増上寺の大門 場所は図１の➀地点。 
 
 図２の交差点を右に曲がり、図１の赤い矢印の道路を行くと、直ぐに芝パークホ

テルに着いた。当ホテルの配置図を次ページの図３上に示す。なお、図３の地図は、

図１の地図を約 90 度右に廻した方向である。つまり、図１の赤い矢印で示した道路

が、図３の赤い矢印で示した道路と同じである。 
 
 

➀ 

N 

http://bb-building.net/tokyo/deta/163.html
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図３：上：芝パークホテルの配置図。本図は、３）のサイト/より借用。本図の赤

い矢印の道路と、図１の矢印の道路が同じである。下：芝パークホテル別館の入口。

上図の②の場所。 

 

 芝パークホテルは本館と別館に分かれている。別館入口（図３上の②地点）の写

真を図３下に示す。この入口を入ると、広い１階ロビーがあり、玄関正面に銅像が

あった。その写真を、次ページの図４上に示す。 

(本文は、５ページに続く。) 

② 

https://www.shibaparkhotel.com/
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図４． 
上：芝パークホテル別館の１階ロビ

ー、 

下左：犬丸徹三翁寿像、 

下右：台座のネームプレート。 



 5 

 図４下左に犬丸徹三翁寿像を、図４下右に台座のネームプレートを示す。本像に

はこれ以上の説明はなかった。従って、「犬丸像がなぜここにあるか」は不明であ

る。この点を解明するために、芝パークホテルの歴史を調べて見た。４）のサイト/ 

には、当ホテルの歴史が書かれているので、以下にそれを抜粋する。 

1947 年：共立薬科大学の女子寄宿舎（昭和 8 年竣工）を G・H・Q が接収、将校宿舎として

使用を開始した。芝パークホテルの前身である。 

1948 年：貿易庁の管理の下、外国貿易使節団ホテルとして「芝パークホテル」の運営が始

まった。 

運営受託人は犬丸徹三氏（当時帝国ホテル社長） 

1949 年：貿易庁の管理を離れ民営化、株式会社芝パークホテルが設立された。取締役社長

犬丸徹三。 

客室数 77 室。 

1956 年：新館完成（第一新館）客室数 60 室、合計 137 室。2 食付 1 泊 5 ドルのアメリカ

ンプラン販売、好評を博す。 ニュージーランド学生選抜ラグビーチーム宿泊。 

1957 年：犬丸二郎入社 取締役就任。 

1960 年：「ホテル鹿島の森ロッヂ」運営委託契約締結。新館完成（第二新館）客室数 78

室、合計 215 室。同館内に「北京マンション」開業。国内で初めてのホテル直営の中国料

理のレストラン。犬丸二郎 副社長就任。 

1972 年：第三新館完成。客室 126 室、合計 330 室。 

1977 年：受験生受け入れでＮＨＫ放映。（2/29）オックスフォード大ラグビーチーム宿泊。

（3/15～28）スコットランドラグビーチーム宿泊。（9/8～19） 

1979 年：迎賓館接遇業務（4/8～13）周 恩来未亡人他代表団。新館上棟式。新館竣工式

開業レセプション。173 室、合計 380 室。イングランドラグビーチーム宿泊。（5/7～21）

ケンブリッジ大ラグビーチーム宿泊。（9/10～25） 

1982 年：迎賓館接遇業務（5/1～6/3）趙 紫陽首相一行。 

1984 年：別館増築棟建設工事完成。49 室、合計 400 室。フランス代表ラグビーチーム宿

泊。（9/11～10/8） 

1986 年：犬丸二郎社長、関東運輸局局長表彰受賞。 

1995 年：迎賓館接遇業務。（4/10～13）中国全人代表常務委員会長 喬 石氏迎賓館接遇

業務。（4/17～20）ベトナム共産党書記長ドー・ムオイ氏 

 以上の歴史より、同ホテルは「外国貿易使節団ホテルとして運営をスタートしたため、

その成り立ちから当初より数多くの外国からのお客様をお迎えしております。」ことがよ

く分かる。外国人用ホテルの経営ノウハウを、帝国ホテル社長の犬丸徹三より導入

したのであろう。ウィキペディアによれば、「犬丸徹三の長男・一郎（1926-）は帝国

ホテルの社長を務め、次男・二郎は芝パークホテルの社長を務めていた」そうである。

犬丸二郎の経歴は、ネット記事には少ないが、５）のサイト/2によれば「1947 年 11

月 23 日の早大対慶大のラグビー試合で、犬丸二郎は慶大のナンバー８を務めていた」そ

うである。 

 以上の記事より、芝パークホテルの創業者である犬丸徹三の本業は帝国ホテル社

長で、長男と次男を各々帝国ホテルと芝パークホテルの社長に就任させたらしい。

その徹三の経歴を、次に調べて見た。６）のサイト/lにば、徹三の略歴と銅像の履

歴が次のように書かれている。 

https://www.shibaparkhotel.com/history/
https://www.wasedarugby.com/gamerugby_detail/id=622
https://blogs.yahoo.co.jp/takay36/32585384.html
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犬丸徹三（1887-1981）は石川県出身。帝国ホテル社長。胸像の製作者は朝倉文夫（1883-

1964）。制作年は不詳。犬丸は一橋大を卒業、海外で下積み体験が開花した。大震災時の

対応は素晴らしい。 

 ７）のサイト/lには次のような記事がある。「1955 年 12 月 10 日、帝国ホテル社長

犬丸徹三胸像除幕式。」現在、帝国ホテルには犬丸像がないようであるので、本像が

芝パークホテルに移設されたのではなかろうか。 

 ウィキペディアによれば、犬丸徹三の略歴は次の通りである。 

1887 年 6 月 8 日：石川県能美郡根上村字福島（現能美市）に生まれる。 

1910 年 7 月：東京高等商業学校（現・一橋大学）卒業。（文部省が専門部廃止の方針を明

らかにしたため、全学生がこれに猛反対し商科大学昇進を叫んで同盟休校敢行にまで発展

した事件が起きた。犬丸は級友に選出され、ストライキ指導者の一人として校長に直接談

判したり、文部省へ押しかけ大臣に面会を要請してひかなかった。） 

1910 年 9 月：長春にある満鉄経営のヤマトホテル勤務。（ストライキ後、学校は欠席しが

ちとなり、禅と読書と政治演説に力を入れたため、成績はしだいにさがり、最後から数え

て 3 番目の成績でかろうじて卒業した。このため就職には苦労した。） 

1913 年 10 月：上海バリントンホテルにコックとして雇われる。 孫文と出会う。 

1914 年 8 月：ロンドン・フェンチャーチ停車場近くの鉄道ホテルに雑用係として雇われ

る 窓ガラスふきが日課であった。 

1915 年 9 月：ロンドン・クラリッジスホテル（欧州各国の王室に愛され続けるロンドンの

名門ホテル）にコックとして雇われる。 

1917 年 11 月：ニューヨーク・リッツカールトンホテル（世界のリッツカールトンの中で

最上位。ニューヨークでも最上級と呼ぶに相応しいホテルで、5 つ星の中でもセントレジ

スと並んでニューヨークの双璧）にコックとして雇われる。 

1918 年 3 月：ニューヨーク・ウォルドルフアストリアホテル（アメリカを代表する高級

ホテルとして内外に知られ、ニューヨーク市を訪れる歴代アメリカ大統領や、国王などの

元首クラスの賓客が数多く宿泊するホテルとしても知られている。なお、アメリカを公式

訪問した昭和天皇や日本の歴代首相も宿泊している。政治家や王族だけでなく、サウジア

ラビアの石油王やバブル崩壊前の日本の裕福なビジネスマンなど海外の富豪も好んで宿泊

していた。）勤務。 

1919 年 1 月：帝国ホテル入社 。副支配人。 

1923 年 4 月：同支配人。 

1931 年 9 月：同取締役。 

1942 年 3 月：代表取締役。 

1943 年 9 月：専務取締役。 

1945 年 12 月：社長。（マッカーサーが着任した際には、焼け野原となった東京を視察す

る彼の運転手をした。なお、ウィキペディアには、1945 年２月に犬丸が帝国ホテルの社長

就任とあるが、これは 12 月のミスプリである。終戦当時、大倉喜八郎（1837-1928）の長

男である大倉喜七郎（1882-1963）が父の後を継いで帝国ホテル社長であったが、公職追

放により犬丸に代わった。喜七郎は追放解除後、帝国ホテル社長の復職を狙ったが、犬丸

に阻止され、ホテルオークラを開業した。） 

1981 年 4 月 9 日：93 歳で死去。 

 ８）のサイト/には、犬丸の関東大震災時の対応を次のように書いている。 

http://web2.nazca.co.jp/px4854/page316.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/1908%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%85
http://www.mai-b.co.jp/guide/2012/08/
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1923 年９月１日、日比谷公園前にある帝国ホテルでは、フランク・ロイド・ライトが設計

し名建築と言われた石造りの建物（現在の前の建物）の完成披露宴を開く予定にしていま

した。しかし、宴会開会の準備をしている最中の午前 11 時 58 分、地震に襲われたのです。

周辺の建物が倒壊するなどした中で、帝国ホテルの建物はほとんど無傷だったそうです。

当時の帝国ホテル支配人、犬丸徹三は大混乱の中で、すぐに披露宴中止を決定し、調理場

の火を消すように指示しました。向かいの建物には火が回っていました。犬丸は従業員た

ちに窓を閉めるよう命じ、さらにバケツ部隊を編成し、ホテル入口にある池から水を汲み、

屋根にかけさせました。バケツ部隊は火が出ていた向かいの建物にも水をかけ、ホテルの

類焼を食い止めたそうです。道路をはさんだ向かい側の東京電燈会社が黒煙を上げて燃え、

帝国ホテルの建物は無事だったという当時の写真も残っています。 

また、９）のサイト/fは、犬丸の功績を次のように紹介している。 

犬丸徹三は、関東大震災の直後、避難民に食料を無料で提供し、新聞社や会社、各国大

使館に空き室を開放するなどして、救援活動に尽力した。この功績で、英・仏・伊の三国

から勲章を受けた。帝国ホテルの社長に就任した徹三は、外国の政治家や芸術家などの接

待を通して民間外交を展開し、「世界のホテル王」として知られ、外交官も及ばないほど

国際親善に努めた。 
 
（３）松岡美術館の松岡清次郎像 

 私は芝パークホテルの犬丸徹三像を探索した後、都営三田線・御成門駅から白金

台駅に行き、松岡美術館の松岡清次郎像を探索した。松岡美術館の周辺地図を図５

に示す。本図に示すように、白金台駅（図５の❶）→❷→❸→❹→➎→❻の道順で

行けば松岡美術館に徒歩約 10 分で到着する。ただし、通常の地図を頼りに行くと、

❹の角を曲がり易い。私も❹の角を曲がってしまい、次ページの図６上のような案

内板を発見して引き返した。図６下には、松岡美術館玄関の写真を示す。白金台と

いうセレブな街に相応しい上品な建物である。 

 

 

図５．松岡美術館の周辺地図 本図は、10）のサイト/より借用。 

 

http://www.tvk.ne.jp/%7Ekshs/text/t031.pdf
http://www.matsuoka-museum.jp/access/
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図６．上：松岡美術館裏側の案内板、下：松岡美術館の玄関。 

 

 当美術館に入ると、１階ロビーに松岡清次郎の大きな胸像が設置されていた。そ

の写真を、次ページの図７上に示す。胸像の左右には、松岡清次郎の略歴と銅像の

説明文があった。それらを、図７下に示す。 

（本文は、10 ページに続く。） 
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図７．上：松岡清次郎像、 

下左：松岡清次郎の略歴、 

下右：銅像の説明 

なお、14 ページの図 12 に、当館中

庭に設置された松岡清次郎立像を示

す。 
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松岡清次郎胸像の基本データーは次のようになる。 

設置場所：東京都港区白金台 5-12-6 松岡美術館玄関 

設置時期：1984 年 

銅像作家：伊東傀（1918-2009） 

設置経緯：松岡清次郎（1894-1989）は大正・昭和時代に活躍した東京の実業家で、

美術品蒐集家でもありました。清次郎は 80 歳を契機に「これまで自分のためだけに蒐

集してきた美術品を一般公開し、広く愛好家に楽しんでいただこう」と美術館設立を決意し、

1975 年に自社ビルで松岡美術館を開設しました。 

 松岡美術館の HP（11）のサイト/）には、同美術館や設立者・松岡の紹介が詳し

く記載されている。その中で、松岡が美術品を蒐集し、自前の美術館を創設した経

緯が次のよう書かれている。 

清次郎が 26～8 歳（大正９～１１年）の頃、本所（両国）の東京美術倶楽部で川端玉章

の絵を 100 円で購入したのがコレクションの始まりでした。平山堂の高橋清作氏の指導の

もと玉章、玉堂、大観などの新画から抱一、常信、元信などの古画へとコレクションを伸

ばし、さらには「いつかは茶道をたしなみたい」と茶道具へ、やがて実用陶器よりも鑑賞

陶器に魅かれるようになり、中国陶磁器を蒐集し始めました。清次郎は「以前の日本には、

陶芸としての美術品はなかったように思います。茶道においても日本人というのは"しぐ

さ"を重んじる国民なんですね。」と言っていた。 

ロンドンやニューヨークのオークションには壷中居の横井周三、笹津悦也両氏の案内で

1972 年頃から行くようになり、やがて一人でオークションに参加するようになりました。

古代アジア彫刻の蒐集の始まりは 1972 年のヒンドゥー教神像三体の購入でした。翌年イ

ンド旅行をしてからさらに蒐集欲が高まり、購入に積極的になりました。1974 年頃にはす

でに中国陶磁器はかなりのラインアップを誇っており、古代オリエントの文物へと蒐集の

幅を広げていきました。 

清次郎は 80 歳を契機に「これまで自分のためだけに蒐集してきた美術品を一般公開し、広く愛

好家に楽しんでいただこう」と美術館設立を決意し、1975 年 11 月、東京港区新橋の自社ビル内

に「松岡美術館」を創設しました。その後もコレクションは増え続けたため、東京両国にビルを建設

し、その中に規模の大きな新美術館を入れる計画を立てていましたが、1989 年に志半ばにして亡

くなりました。遺志を継いだ遺族が選んだ場所は、お気に入りだった港区白金台の自宅でした。

2000 年 4 月に新美術館が完成し現在に至っています。 

 私が 18 歳で東京の大学に入学した時には、東京には古今の美術品が沢山展示され

ていることに大変感動した。田舎の徳島では、決して見られない物ばかりであった。

若い私は、新鮮な感覚で日本、シナ、インド、オリエント、ギリシャ・ローマなど

の美術品を折を見て鑑賞して来た。それから 60 年近く経過した現在の私は、それら

に対する感性を殆ど失ってしまった。 

しかし、松岡美術館には古代オリエント美術、現代彫刻、古代東洋彫刻、膨大な

陶磁器や絵画が展示されており、それらを蒐集した松岡氏の情熱と財力に驚嘆した

次第である。次ページの図８に、展示品の一部を紹介しよう。シヴァ神像は、松岡

が最初に購入した古代アジア彫刻のようだ。ガンダーラの菩薩立像は、教科書にあ

るように、最初の仏像はギリシャ風の髭があるのが面白い。御殿飾り一式（京都製、

大正時代）は、松岡が長女の初節句のために設えたものである。流石に東京のお金

持ちである松岡は、我々庶民とは違い、超豪華な雛飾りを注文できたのだ！（本文

は、12 ページに続く。） 

http://www.matsuoka-museum.jp/about/
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図８．上左：音楽の神シヴァ（南イン

ド、11 世紀頃）、上右：菩薩立像（ガン

ダーラ、３世紀頃）、下：御殿飾り一式

（京都製、大正時代）。 
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（４）日本青年館での銅像探索 

私は、12）のサイト/lより、日本青年館に後藤文夫（政治家、1884-1980）と田沢

義鋪（思想家、1885-1944）の胸像があることを調査済みであった。そこで、私は松

岡美術館から日本青年館へ移動して（銀座線外苑前駅を下車）銅像を探索した。図

９に、日本青年館の周辺地図を示す。 

 ウィキペディアによれば、「旧・日本青年館は 2020 年東京オリンピック用地として

使われるため、1979 年に改築・完成した二代目日本青年館を解体。敷地を明治神宮野球場

前に移し、2017 年 8 月 1 日にグランドオープン。建物は地上 16 階・地下 2 階、建物高さ

は 70m となり、総客室数 220 室のホテルや 1,250 席のホールなどを備えている」そうであ

る。私が本館に行った当日は、神宮球場でヤクルト－広島のオープン戦があり、多

くの人々が外苑前駅から神宮球場に行っていた。 

 

図９．日本青年館の周辺地図 本図は、13）のサイト/fより借用。 

 

  

 

図 10．左：後藤文夫胸像、 
右：田沢義鋪胸像。 
本図は、13）のサイト/fより借用。 

https://blogs.yahoo.co.jp/takay36/35548619.html
https://www.noadance.com/event/news/images/map.gif
https://www.noadance.com/event/news/images/map.gif
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 私は、日本青年館の周辺、１階ロビー、９階ホテルロビー、９階レストランなど

を隈なく捜索したが、銅像は１体も置かれていなかった。旧館から新館に移転した

時に、銅像の設置を止めたようだ。図 10 に、13）のサイト/fより借用して、後藤文

夫と田沢義鋪の胸像を示す。ウィキペディアより、両氏の略歴を以下に示す。 

後藤 文夫（ごとう ふみお、1884.3.7-1980.5.13）は、大分市出身。大正・昭和の官僚・

政治家。「天皇陛下の警察官」を自称し、新官僚の代表と見られた。戦後、日本の原子力

発電導入に尽力した。 
田澤 義鋪（たざわ よしはる、1885.7.20-1944.11.24）は、大正・昭和初期の社会教育家、

政治家、思想家。佐賀県鹿島市出身。 青年教育と政治教育そして選挙粛正に一生を捧げた。

とりわけ青年団運動及び青年教育に尽力した活動が知られており、「青年団の父」と称さ

れている。  

 なお、日本青年館の９階レストランから、神宮球場の内部がよく見えた。その写

真を図 11 に示す。 

 

図 11．日本青年館の９階レストランから見た神宮球場 

 

（５）今後の課題 

 日本の銅像探偵団のサイトでは、「日本全国の銅像をすべて制覇することを最終

目的としております」そうである。それにしては、東京や近畿地方では未収録の銅

像が非常に多いようである。そこで、私は散歩を兼ねて、未収録の銅像を探索する

ことに協力する所存である。 

 

https://www.noadance.com/event/news/images/map.gif
http://www.geocities.jp/douzouz/
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（６）補充 
 私が松岡美術館を訪れた時、中庭に松岡清次郎の立像らしきものが見えた。私は

受付嬢に中庭への立入を要請したが、素気無く断られた。後日、ネット記事を見て

いると、14）のサイト/8にその写真が掲載されていた。その写真を拝借して、図 12

に示す。 

 

 
図 12. 松岡美術館中庭の松岡清次郎立像 本図は、14）のサイト/8より借用。 
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