
 1 

第 92 回 目黒区の高見順像と航空像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年５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/l（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。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

た。2016 年 10 月に帰徳した時には、私は徳島で初めて銅像探索を行った。徳島市

での五宝翁太郎先生の銅像探索記を16 回の記事/fに、美馬市の真鍋勝代議士の銅像

探索記を17 回の記事/fにそれぞれ記載した。３年前から現在までの調査で、私は徳

島県にも日本の銅像探偵団/lに未収録の銅像が多数残っていることを発見している。 
そこで、今回の帰徳を利用して、私はこれら未収録の銅像の幾つかを撮影した。

88 回の記事/fでは、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を探索した模様を記

載した。89 回の記事/fでは、徳島大学の長井長義像の探索記を記載した。90 回の記

事/fでは、私は、京都市の石原像と蓮如像及び鳴門市の松江像を簡潔に説明した。 
日本の銅像探偵団/lのサイトには、「指名手配銅像」の欄があり、団長さんが本

サイトに未収録の銅像を幾つか指名して、それらの写真投稿を求めている。その

「目黒区」欄に、東工大の手島精一像と祐天寺の島崎七郎像が記載されている。そ

これ、私は５月 15 日に目黒区に行って、これら２像とその他の像を探索した。前回

の記事/fでは、手島像と島崎像の探索記を記載した。今回は、目黒区駒場の銅像探

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）目黒区駒場 
 前回の記事/fでは、目黒区大岡山の東工大の手島精一像と目黒区祐天寺の島崎七

郎像の探索記を書いた。私は５月 15 日に目黒区に行って、駒場でも銅像探索を行っ

たので、今回はその探索記を記載する。次ページの図１上に目黒区駒場の地図を、

図１下に駒場公園の地図を示す。井の頭線の駒場東大前駅の付近には、東大教養学

部（ここは、東大駒場Ⅰキャンパスと呼ばれている）があることはよく知られてい

る。しかし、その他に東大駒場リサーチャーキャンパス（ここは、東大駒場Ⅱキャ

ンパスと呼ばれている）や駒場公園（ここには、公園の他に日本近代文学館や旧前

田邸がある）があることはあまり知られていない。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-16.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-17.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-89.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-91.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-91.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-91.pdf
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 東大本郷キャンパスには多数の銅像がある。それらは、勿論、日本の銅像探偵団

/lのサイトに収録されている。それに反して、東大教養学部（駒場Ⅰキャンパス）

には銅像が２体しかない。この２体の銅像は、日本の銅像探偵団/lの団員「たぐっ

てぃさん」のサイト（４）のサイト/8）に収録されている。従って、今回、私は駒

場Ⅰキャンパスには行かず、日本近代文学館と駒場Ⅱキャンパスに行った。 
 

 

 

  

  

図 1．上：目黒区駒場の

周辺地図、本図は２）

のサイト/lより借用。 
下：駒場公園の地図。 
本図は３）のサイト/よ

り借用。 

➀：駒場東大前駅西口 
②：駒場公園東門 
③：駒場Ⅱキャンパス正

門 

➀ 

➀ 

② 

② 

③ 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://tagutti1192.hatenablog.com/?page=1554022168
http://http//%EF%BC%92%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.fxi-toukai.co.jp/jp/fangyuan/ershoubieshu/830.html
http://http//%EF%BC%92%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.fxi-toukai.co.jp/jp/fangyuan/ershoubieshu/830.html
https://www.bungakukan.or.jp/guidance/access/
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 駒場東大前駅には東口（渋谷方向）と西口（吉祥寺方向）とがある。東口から下

車すると、東大教養学部正門に出る。西口から下車すると、駒場公園や駒場Ⅱキャ

ンパスに行くのに便利である。駒場東大前駅西口（図１の➀）には、駒場Ⅱキャン

パス行きの案内図（図２上）がある。駒場小学校前には、駒場公園行きの案内図

（図２下）がある。これらに従って、駒場公園方向に行くと角ごとに案内図がある

ので、難なく駒場公園東門（図１の②）に到着することが出来る。次ページの図３

に、駒場公園東門前の案内図を示す。 
 

 

 

 

図２． 
上：駒場東大前駅西口

にある駒場Ⅱキャンパ

ス行きの案内図、 
下：駒場小学校前にあ

る駒場公園行きの案内

図 
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図３．駒場公園東門前の案内図 

 

（２）東大駒場キャンパスの略歴 

 ウィキペディアと東大農学部の HP（５）のサイト/）を参考にして、東大駒場キ

ャンパスの略歴を作成した。1884 年の駒場農学校の地図を次ページの図４に示す。 
1874 年：内務省勧業寮内藤新宿出張所に農事修学場設置。 

1877 年：内務省樹木試験場設置。 

1878 年：農事修学場を駒場農学校と改称。 

1881 年：樹木試験場および駒場農学校は農商務省管轄となる。 

1882 年：樹木試験場を東京山林学校と改称。 

1886 年：東京山林学校および駒場農学校を統合、東京農林学校が設置されるに至る。 

1890 年：東京農林学校が帝国大学へ統合され、農科大学として再編される。 

1897 年：東京帝国大学に改称。東京帝大農学部となる。 

1923 年：関東大震災 

1924 年：東京帝大農学部と第一高等学校との間で敷地交換を調印。 

1926 年：東京帝大農学部敷地の一部と、本郷区本富士町の前田候爵邸敷地を交換。 

1929 年：駒場に前田邸の洋館が竣工。 

1930 年：駒場に前田邸の和館が竣工。 

1931 年：東京帝大航空研究所が深川区越中島から駒場に移転。 

1935 年：第一高等学校が駒場に移転。 

1942 年：前田邸は他人の所有となり、戦後は米軍が接収。 

1949 年：旧制の一高は新制の東大教養学部となる。 

1967 年：旧前田邸は東京都立駒場公園として開園（1975 年：目黒区に移管）。 

1967 年４月：日本近代文学館が駒場公園の一角に開館。 

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/history/
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図４．駒場農学校の地図（1884 年） 本図は５）のサイト/より借用。 

 

 
図５．日本近代文学館の２階展示室入口 
 

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/history/
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（３）日本近代文学館の高見順像 
 図１が示すように、日本近代文学館は駒場公園の中にある。駒場東大前駅西口で

下車し、駒場公園の東門から入場する道が便利である。ウィキペディアと６）のサ

イト/によれば、当館の概要は次の通りである。 
1962 年の設立総会の後、1963 年に財団法人発足。理事長に高見順が就任。1965 年、高見

順理事長死去により伊藤整が理事長に就任。1966 年に当地に竣工し、1967 年 4 月 13 日に

開館しました。当館は現在、図書や雑誌を中心に、数々の名作の原稿も含め、120 万点の

資料を収蔵するにいたりました。それらの資料を閲覧室や展示室で、また書籍や電子媒体

として公開し、各種の講座・講演会を開催するなど、一般の読書家から専門の研究者まで、

広くさまざまな要請に答えようと努めています。 

 図５に、日本近代文学館の２階展示室入口を示す。ここには、高見順の胸像が設

置されている。その近接写真を図６に示す。上記の「当館の概要」からも分かるよ

うに、高見は当館の設立に尽力したが、落成間近の 1965 年 8 月 17 日、食道癌のた

めに亡くなった。なお、高見の代表作である「如何なる星の下に」の紹介は、７）

のサイト/が面白い。 

 

 

 

図６．高見順の像 
設置場所：目黒区駒場 4-3-55 日本

近代文学館２階展示室前 

設置時期：1967 年３月 

銅像製作：清水 多嘉示（1897-

1981） 

設置経緯：高見順（1907-1965）は

福井県生まれ、小説家、詩人。高見

は晩年に、病苦をおして日本近代文

学館の創設に奔走し、初代理事長

（1963-1965）を務めた。 
ウィキペディア「高見順」：1907 年、

福井県知事阪本釤之助が視察で三国を

訪れた際に夜伽を務めた女性（高間古

代）が母。1908 年、母と共に上京する

が、実父と一度も会うことなく、阪本

家からは毎月 10 円の手当てを受けてい

た。それでは足りず、母が針仕事で生

計を立てた。東京府立一中、一高、東

京帝大文学部を卒業。無頼派の作家。

代表作は「如何なる星の下に」。 

https://www.bungakukan.or.jp/about/origin/
https://www.bungakukan.or.jp/about/origin/
https://allabout.co.jp/gm/gc/453542/all/
https://allabout.co.jp/gm/gc/453542/all/
https://ja.wikipedia.org/wiki/1924%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82


 7 

 

 
図７．上：高見像の裏面に彫られた制作者のサイン、下：台座に飾られた胸像の寄

贈会社名。 

 

 図７上に高見像の裏面に彫られた製作者のサインを、図７下に台座に飾られた胸

像の寄贈会社名を示す。前者より、本像は清水多嘉示が 1966 年に製作したことが分

かる。後者より、本像は昭和 42 年３月に出版 13 社から日本近代文学館に寄贈され

たことが分かる。ウィキペディアによれば、清水氏の略歴は次の通りである。 
清水 多嘉示（しみず たかし、1897 年 - 1981 年）は、長野県諏訪郡原村出身の彫刻家、

武蔵野美術大学教授、文化功労者である。 
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（４）東大駒場Ⅱキャンパスでの銅像探索 

 次に、日本近代文学館の隣にある東大駒場Ⅱキャンパスでの銅像探索記を記載す

る。図８には本キャンパスの正門を示す。 

 

図８．駒場Ⅱキャンパスの正門 

 

ウィキペディアは「駒場Ⅱキャンパス」を次の様に説明している。 

「駒場リサーチキャンパス」とも呼ばれる。駒場 I キャンパスとは直接は隣接していな

い。駒場に農学部が置かれていた時期には、駒場 I キャンパスだけでなく、駒場 II キャ

ンパスも両キャンパスに挟まれた駒場公園も農科大学の敷地（農場）であった。 1923 年

の関東大震災後、被災した越中島の東京帝国大学航空研究所が駒場 II キャンパスの敷地

に移転した。当時、日本海軍の零式艦上戦闘機の開発にも使用された大型風洞が現在も残

されている。  

1964 年に東京大学航空研究所が改組し、東京大学宇宙航空研究所が設置された。同研究

所は 1981 年に文部省所管の宇宙科学研究所に改組されたが、1989 年に相模原キャンパス

に移転するまではここに本拠を置いていた。 その後、1987 年に先端科学技術研究センタ

ーが設置され、2001 年には生産技術研究所が六本木から駒場 II キャンパスに移転してき

た。現在は先端工学系の研究施設が集まるキャンパスとなっている。  

図８の時計塔のある建物は、東京帝国大学航空研究所本館は 1929 年建設の登録有

形文化財(建造物)である。私は本キャンパスで銅像探査を行ったが、偉人の銅像は

見つからなかった。ただ、本館の前に巨大な銅像があった。その写真を次ページの

図９に示す。 

（本文は、10 ペ－ジに続く。） 
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図９．上：航空像の全景、 
中：航空像の近接写真、 
下：航空像の説明文。 
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 図９下の「航空像の説明文」には、次の様に書かれている。 
航空 吉田三郎作 

この銅像は、航空研究所の駒場での再建と施設の充実に力を尽くした斯波忠三郎所長を

記念して、昭和 10 年に作られている。 

新しい技術分野は、少数の個人によって切り開かれるものだが、日本の飛行機もしうで、

研究面で開拓者となったのが斯波である。 

斯波は明治 27 年本学工学部を卒業し、航空技術研究に取る組むなかで、大学に研究所

を作る必要性を痛感し、政府と議会に強く働きかけ、実現する。斯波は、江戸時代の金沢

藩家老斯波家直系の子孫として男爵の爵位を持ち、貴族院議員でもあり、そうした地位と

力を研究所発展に注いだのである。 

大正・昭和を代表する彫刻家吉田三郎の制作による銅像は、疾走する人物像であるが、

そのスピード感は飛行機をイメージさせるし、また飛び立つ直前も感じさせ、離陸のイメ

ージもともなう。日本の飛行機研究がついに離陸した、そんな感動が込められている。 

（４）東大駒場Ⅰキャンパスの銅像 

 東大本郷キャンパスには銅像が沢山あり、日本の銅像探偵団/lのサイトに収録さ

れている。それに比べて、東大駒場Ⅰキャンパス（東大教養学部）には銅像が極端

に少ない。日本の銅像探偵団/lの団員である「たぐってぃさん」のサイト（８）の

サイト/5）には、東大教養学部に設置されているフランス人アリヴェ（1846～

1902）像とドイツ人プッチール（1851～1901）像が収録されている。しかし、これ

らの銅像は日本の銅像探偵団/lのサイトに収録されていない。 

 私の調査では、東大教養学部には上記の２像以外に銅像はない。従って、私は団

友の「たぐってぃさん」を尊重して、東大教養学部には銅像検索に行かなかった。

なお、本郷の東大農学部には銅像が沢山ある。これらは、日本の銅像探偵団/lのサ

イトに収録されている。農学部にある肖像彫刻は次の通りである。多分、これらは

駒場から移転されたのであろう。 
農学部にある肖像彫刻（９）のサイト/lより）： 

ヤンソン（1849-1914）像、ケルネル（1851-1911）像、松井直吉（1857-1911）像、 

上野英三郎（1872-1925）像、および古在由直（1864-1934）像。 
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