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第 99 回 学習院大学の安倍能成像と法政大学のボアソナード像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年８月 23 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。 

今年の梅雨は例年より雨の日が多かったが、７月 17 日には久しぶりに晴れ間が見

られた。そこで当日、私は江戸川区小岩に銅像探索に出かけた。97 回の記事/fでは

江戸川区小岩愛国学園の織田夫妻像探索記を書き、前回の記事/fは江戸川区小岩善

養寺の栃錦像探索記を書いた。その後、例年並みの猛暑になり、しばらくの間は外

出を控えていた。今週になり、本州には秋雨前線が発生して少々涼しくなった。そ

こで、８月 19 日に学習院大学と法政大学に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）学習院大学の安倍能成先生像 

 私は、2002 年３月に理研を定年退職し、2002-3 年度は学習院大学の理学部化学科

で客員教授をさせていただいた。その頃は、週に何回も学習院に行っていたが、銅

像には全く興味がなかったので同大学に安倍能成像があることを全く知らなかった。

その後、私は早大などで非常勤講師を務めて、大学１年生に化学を教えた。大抵の

大学の非常勤講師は 70 歳で定年なので、私は 70 歳で仕事から完全に撤退し、最近

は銅像探索などの趣味に生きている。 
 そこで、私は８月 19 日に学習院大学と法政大学に銅像探索に出かけた次第である。

学習院の構内図を次ページの図１に示す。ウィキペディアによれば、本学の略歴は

次の通りである。 
1877 年： 華族学校学則制定、学習院開業式挙行。 
1877-84 年：初代院長・立花 種恭（1836-1905） 
1884 年：官立学校となる。同時に宮内省所轄となる。 
1907-12 年：第 10 代院長：乃木希典（1849-1912） 
1908 年： 目白の現校地へ移転。 
1946-66 年：第 18 代院長・安倍 能成（1883-1966） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-97.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-98.pdf
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1949 年：新制大学としての学習院大学開設。 
1978 年：学習院創立百周年記念会館が学習院全体の中心となる建物として竣工。 

 

 
図１．学習院大学の構内図  

➀：JR 目白駅、②：西門、③：百周年記念会館、④：乃木館。 

 

 私は大学・会社などで銅像探索を行う場合、そこの守衛所か受付で許可をいただ

くことにしている。私は大抵の場合はアポなしで行くが、入場を許される場合と、

断られる場合がある。大学では許可される場合が多いが、会社では断られる場合も

少なくない。なお、大学に入構することに関しては、大学祭やオープンキャンパス

の時期を調べて、その日に訪問すると円滑に入構できる。 

学習院大学の入構に関しては、２）のサイト/nに次のように記載されている。 

個人見学については、少人数（2 名以下）であれば自由に見学頂くことができます。ご来

校時は正門もしくは西門にある守衛所に「キャンパス見学」に来た旨をお伝えの上、ご記

帳、ご入構ください。本院所定の「入構証」をお渡しいたします。 

 学習院訪問の当日、私は JR 目白駅（図１の➀地点）から西門（図１の②地点）に

行き、そこの守衛所で入構の手続きをした。そこから、百周年記念会館（図１の③

地点）へ行った。次ページの図２上に、百周年記念会館の外観を示す。この玄関を

入ると、１階は広いホールとなっており、その一番奥に立派な胸像が設置されてい

た（次ページの図２下）。 

 

➀ ② 

③ 

④ 
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図２．上：学習院創立百周年記念会館の外観、下：本会館の１階ホールに設置され

た安倍能成先生像。 
 
 次ページの図３上に安倍能成先生の胸像を、図３下に台座にはめ込まれた銘文を

示す。 
（本文は、５ペ－ジに続く。） 
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図３．上：安倍能成先生の胸像、下左：台座正面の銘板、下右：台座側面の銘板。 
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 台座側面の銘板には次のように記載されている。 
安倍能成先生ハ明治十六年十二月二十三日伊豫松山ニ生ル 幼ヨリ穎悟 松山中學ヲ卒業

シ直ニ母校ノ教壇ニ立シガ志ヲ立テ上京シ第一高等學校ヲ経テ東京帝國大學ニ哲學ヲ學ビ

卒業後ハ慶応義塾大學法政大學ニ教鞭ヲ執リ大正十五年四月迎エラレテ京城帝國大學トナ

ル 昭和十五年九月第一高等學校校長ニ任ゼラレ次イデ二十一年一月ニハ文部大臣ニ親任

セラレタリ 同年十一月學習院長ニナリテ職ニ在ルコト二十年幾多ノ困難ヲ克服シテ教育

内容ノ整備・校舎ノ擴充ヲ圖り終ニ今日ノ規模ヲ見ルニ至ル 先生ハ信念ノ人ニシテ一高

校長時代ニハ外部ノ重厭ニ抗シテソノ職責ヲ完ウシ文相在任時代ニハ堂堂ト教育上ノ見識

ヲ披瀝シテ憚ル所ナカリキ 正直ヲ信条トシテ虚飾偽善ヲ蛇蝎の如ク憎ミ時ニハ率直辛辣

ニ過グルコトアリシガソノ犀利ナル人間観察ノ前ニハ何人モ假面ヲカブルコトヲ得ザリキ 

學問藝術ノ業績見ルベキモノ多シト雖モソノ最大ノ魅力ハ人間ソノモノニアリ思索ト叡智

ニ潤フ重厚ナル風手ハ人ヲシテ畏敬ノ念ヲ起サシメタリ 昭和四十一年六月七日溘焉トシ

テ逝ク 温容髣髴トシテ眼前ニアレドモ再ビ談笑スルニヨシナク慈ニソノ肖像ヲ刻シテ追

懐ノヨスガトス 

昭和四十一年十二月  學習院長 麻生磯次 書撰  伊東壽 書 

（明治十六年は 1883 年、大正十五年は 1926 年、昭和十五年は 1940 年、昭和二十一年は

1946 年、昭和四十一年は 1966 年。） 
 上記の銘文に対して、私（林）の感想を以下に記載する。私は理科系なので、安

倍先生に関しては、先生の名前しか知らず、先生の業績は少しも知らなかった。特

に、96 回の記事/fで紹介した天野先生の経歴は、安倍先生の経歴とよく似ているの

で、私は両先生を少々混同していた。両先生の略歴は以下の通りである。 

安倍能成 （1883-1966）：漱石門下、一高校長（1940 年 9 月 4 日-1946 年 2 月 9 日）、幣

原喜重郎内閣の文部大臣（1946 年 1 月 - 5 月）、学習院院長（1946 年 10 月 - 没まで）。 

天野貞祐 （1884-1980）：オールド・リベラルの哲学者、一高校長（1946 年 2 月 9 日-

1948 年 2 月 7 日）、第 3 次吉田茂内閣の文部大臣（1950 年 5 月 6 日-1952 年 10 月 30 日）、

獨協大学を創設し初代学長（1964-1969）。 

３）のサイト/fによれば、安倍能成先生の胸像は愛媛県西条市出身の彫刻家・伊

藤五百亀氏の作品で、先生が亡くなった直後に制作され、母校旧制松山中学の流れ

をくむ愛媛県立松山東高校校庭にも同じ型から作られたものが設置されている。ま

た、４）のサイト/lによれば、安倍先生は松山中学卒業の縁で、小宮豊隆、鈴木三

重吉、森田草平を加えた四名で、夏目漱石門下の四天王と称せられている。 

上記の銘文には、「安倍先生は信念の人で一高校長時代に、外部の重圧に抗し

た」と書かれているが、私はその具体的内容を知らなかった。そこでネットで検索

すると、以下のような簡潔な記事しかなかった。詳しくは、安倍先生の膨大な著作

を読めば分かるかも知れない。 
➀ウィキペディア：母校一高校長となり名校長と謳われた。その一方で軍部が進める高等

学校の年限短縮に反対したり、近衛文麿に早期和平の進言をしたために、憲兵隊から監視

対象になったとされている。 
②５）のサイト/M：戦後マッカーサーが厚木に降り立ってすぐの頃に、一高にジープで占

領軍が来たことがあったんです。その時に校長だった安倍能成先生が、その占領軍に対し

て、「この一高はリベラルアーツの学校である。リベラルアーツとは人類が残してきた芸

術、文化、学問のことであり、ここはその偉大な遺産を次の世代に伝える sacred place 

(聖なる場所) だ。そこを占領などという vulgar （世俗的） な目的のために使わせるわ

けにはいかない」と言って、追い返したのです。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-96.pdf
http://www.gakushuin-ouyukai.jp/wp/wp-content/uploads/2013/05/ouyukaiho_102.pdf
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9253.html
https://www.crn.or.jp/LIBRARY/EVENT/EVENT11/TAIDAN03.HTM
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 また、銘文には「文相在任時代ニハ堂堂ト教育上ノ見識ヲ披瀝シテ憚ル所ナカリ

キ」とあるが、その具体的な内容は何であろうか。 

➀最近、私は NHK のテレビで、次のような番組を見た（６）のサイト/1）。 

先人たちの底力・知恵泉「戦後復興 言葉の力でつくった教育改革 安倍能成」 
放送：2019 年 8 月 13 日（火）  22 時 00 分～22 時 45 分 

放送内容：安倍能成が第一高等学校の校長となった翌年、太平洋戦争が勃発。軍部の圧力

から学生を守ろうとし、軍の監視対象にもなった安倍は、戦後、文部大臣に就任、教育改

革と向き合う。マッカーサーは本国から教育使節団を呼び指導させた。安倍は使節団に、

「国家主義的偏狭の排すべきと共に、国民の中に生きてゐる伝統は尊重さるべく、アメリ

カが簡単に米国的若しくは西洋的特殊性を日本に強制せず、本国でさえ実現せられて居な

い抽象的理念を、日本人を試験動物として強行せぬを願ふ」と挨拶した（自伝より）。日

本語のローマ字化も計画していた使節団は粛然として改めた。安倍の言葉の力の神髄に迫

る。 
②５）のサイト/M：安倍先生は、後に幣原喜重郎内閣で文部大臣になられましたね。 そ

うです。当時アメリカは日本政府に対して大変厳しい要求をしていましたが、安倍先生は

アメリカの教育使節団が来たときに文部大臣として感動的な挨拶をされました。「日本は

過去における占領政策においてきわめて多くの失敗をした。その国の伝統と実情を無視し、

自分勝手な政策を力によって強いたからだ。米国は日本が犯したのと同じ間違いを繰り返

さないでほしい」と言われたのです。会場は割れんばかりの拍手で、使節団の団長は壇上

に飛び上がって、安倍先生に握手を求めてきたそうです。そのアメリカの使節団は、アメ

リカでジョン・デューイのお弟子さんだった方々なのです。つまり、当時のもっともリベ

ラルな教育を受けていたのです。だからこそ、安倍先生の信念に共感したのだと思います。 

 第二次大戦の終戦当時、日本は日本語を記載するために、漢字、平仮名、片仮名、

ローマ字の４種類もの文字を使用していた（現在も、そうである）。米国は「この

ような文字体系は複雑怪奇で、日本が誤った道を選択した遠因になっており、日本

教育にも悪影響を及ぼしている。このような遅れた標記法は、近代的なローマ字標

記に改善すべきである。」と考えていたのであろう。 

 ウィキペディアによれば、安倍先生は文相退任後も、帝室博物館総長・国立博物

館館長を務めるかたわら、教育刷新委員会委員長として学制改革や教育基本法制定

など教育制度改革に尽力したほか、国語審議会会長として当用漢字表、現代かなづ

かいの制定を推進した（なお後に「新仮名としたのは一世一代の過ちであった」と

悔恨。国語学者の山田孝雄から「一世一代の過ちですむか」と叱責されたという）。 

兎も角、安倍先生たちの努力で、日本語のローマ字化は阻止されたのである。現

在では、日本語の漢字仮名混じり文の効用が見直されている。一方、現在の朝鮮半

島ではハングル文字のみの標記が採用され、漢字が忘れ去られている。そのため。

朝鮮では文化が著しく低下して来ているようだ。私は「日本語が朝鮮語のようにな

らなくて良かった」と考えている。 

また、安倍先生は「学習院の中興の祖」と言われている。その理由は、７）のサ

イト/fに詳しく書かれているので、本稿では省略する。要するに、宮内庁傘下の学

習院を、安倍先生が「民営の学校法人」として再生させた功績が大きかったのであ

ろう。 

よく知られているように、乃木将軍は第 10 代院長（在任：1907-12 年）で、昭和

天皇の教育係であった。また、安倍先生は平成天皇の教育係であった。学習院では、

https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2019100401SC000/index.html?capid=nol_4_P2531
https://www.crn.or.jp/LIBRARY/EVENT/EVENT11/TAIDAN03.HTM
https://www.ehime-art.jp/info/pdf/abe-yoshishige.pdf
https://www.ehime-art.jp/info/pdf/abe-yoshishige.pdf
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乃木将軍の宿舎が構内に残されている（図１の④地点）。その写真を図４に示す。

乃木将軍の銅像が学習院にはあってもよさそうである。しかし、学習院構内の屋外

には銅像が１体も設置されておらず、建物内に安倍先生像が設置されているだけあ

る。これも、安倍先生の信条によるのかも知れない。 

 

 
図４．学習院に保存されている乃木将軍の宿舎（図１の④地点） 
 
 
（３）法政大学のボアソナード像 
８）のサイト/lに、「2002 年に、ボアソナード像が法政大学のボアソナード・タ

ワー26 階スカイホールに、新たに制作された木製の台座とともに設置されました」

との記事がある。また、９）のサイト/lに、「2012 年 3 月 27 日、ボアソナード・

タワー1 階でボアソナード博士胸像再建除幕式が行われました。」との記事もある。 

ウィキペディアは、ボアソナード・タワーを次のように説明している。 

法政大学創立 120 周年記念事業の一環として、2000 年に 53 年館と第Ⅱ58 年館の跡地に建

設された建築物である。千代田区富士見一帯の中で随一の高さを誇る建築物であり、法政

大学市ヶ谷キャンパスのシンボルとして、学生の間では「ボアソ」と称され親しまれてい

る。 

そこで、私は「同博士像は、ボアソナード・タワーの 26 階から 1階に移設された

のか、あるいは２体あるのか」を確かめるために、現地で確認しようと思った。幸

い、８月 18 日と 19 日は法大市ヶ谷キャンパスのオープンキャンパスの日なので、

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/daigaku_shi/museum/2012/120621.html
https://www.hosei.ac.jp/koho/photo/2012/120403.html
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19 日に法大に行った次第である。法大市ヶ谷キャンパスの構内図を図５上に示す。

当日の大学には受験生が沢山見学に来ていたので、私は難なく 26 階のスカイホール

まで行けた。そこには、図５下に示すように受験生の個別相談が行われていた。 

 

 

 
図５．上：法大市ヶ谷キャンパスの構内図 本図は、10）のサイト/lより借用。 

❻：ボアソナード・タワー。下：ボアソナード・タワー26 階のスカイホール。 
 

https://www.hosei.org/access.html


 9 

 
図６．ボアソナード・タワー26 階スカイホールのボアソナード教授像 
 
 図５下に示すように、スカイホールの奥に胸像があったので、私は相談員の人に

断って胸像の写真を撮影した。それを、図６に示す。胸像は見事な出来栄えで、

８）のサイト/lに書かれているように、木製の台座上に設置されていた。台座には

「Professeur G.E. Boissonade de Fontarabie 1825-1910」と書かれた名前のみが

貼付されていた。 

 

図７．ボアソナード・

タワー１階に設置され

たボアソナード教授像 

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/daigaku_shi/museum/2012/120621.html
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続いて、ボアソナード・タワー１階に行くと、「法政大学入試センター」前に、

もう一体の胸像が大理石の台座上に設置されていた。その写真を図７に示す。図８

上には、胸像の近接写真を示し、図８下左には台座に彫られた名前を、図８下右に

は台座裏の銘板を示す。銘板には以下のように記載されていた。 
明治のはじめ日本の立法と教育にいたされた先生の大きい功績を記念して 
一九五三年十二月二十一日 ボアッソナード博士記念事業会 
 

 

  
 
 

図８． 

上：ボアソナード・タワー１

階に設置されたボアソナード

教授像 

下左：台座石に彫られた名前 

下右：台座裏の銘板 
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図９．１階のボアソナード像の傍に展示されている説明板 
 
 図９に、１階のボアソナード像の傍に展示されている説明板の写真を示す。本文

は、ボアソナード博士の経歴、法大との関係、「ボアソナード・タワー」名称の由

来が簡潔に説明されている。 
 ８）のサイト/lを参考にして、ボアソナード像の設置経緯を以下に紹介する。 
1825 年：エミール・ボアソナード・ドュ・フォンタラビーは、フランス・ヴァンセンヌ市

に生まれた。 

1873 年：明治政府により法律顧問として招聘され来日。「日本近代法の父」と称される一

方、司法省法学校で教壇に立ったほか、法大の前身・東京法学校の初代教頭としてその草

創期を支えるなど、日本の法学教育にも尽力。 

1895 年：帰国。 

1910 年：南フランス・アンチーヴで逝去。同年、明治大学内に「ボアソナード博士記念物

建設会」が設立された。同会は集めた資金で、ベルギー帰りの新進彫刻家・武石弘三郎に

胸像制作を依頼。 

1913 年 5 月 27 日：ボアソナード胸像が東京地方裁判所に設置。 

1923 年 9 月：関東大震災によって上記の胸像は焼失。 

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/daigaku_shi/museum/2012/120621.html
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1934 年 4 月：ボアソナード 25 回忌を控えたパリにおいて、在仏日本人の発起の下「ボア

ソナード教授記念事業」が発足。日本においても広田弘毅外務大臣、小山松吉司法大臣

（後に法大総長）を中心に発起人委員会が設立。当時フランスで活躍していた彫刻家フェ

リックス・ベヌトー（Felix Benneteau）に胸像制作を依頼. 

1934 年 6 月 27 日：パリ大学大廊下にて日仏両国 300 人ほどが参列する中、除幕式が挙行。

除幕式では、佐藤大使が日本の発起人委員会の名において胸像を寄贈。本胸像は現在も健

在。 

1934 年 12 月 24 日：外務省で胸像の原型贈呈式が挙行。これが現在も法大に保存されてい

る胸像の原型です。その後、この原型をもとに制作された胸像が大審院（現在の最高裁判

所）の玄関広間に設置（設置の年月日は不明）。 

1945 年 3 月：東京大空襲で上記の胸像は焼失。 

1953 年 12 月 21 日午前：最高裁判所において大内法大総長、田中長官、鵜沢学長、ダニエ

ル・レヴィー フランス大使、ド・ラ・モランディエール パリ法科大学長、そして吉田茂

総理大臣ら出席のもと、再建胸像の除幕式を挙行。 

1953 年 12 月 21 日午後：ほぼ同じメンバーで法政大学においても除幕式が挙行。 

1969 年：学園紛争により法大のボアソナード胸像も被害を受けた。 

1973 年 11 月 15 日：「ボアソナード来日百年記念講演会」において胸像は無事復元され、

以前と同じ 53 年館中庭に設置。 

2002 年：胸像は新校舎ボアソナード・タワーの 26 階スカイホールに、新たに制作された

木製の台座とともに設置。 

2012 年 3 月 27 日：ボアソナード・タワー1 階でボアソナード博士胸像再建除幕式が挙行。

台座は 1953 年に初代胸像と併せて作られた大理石製の台座が使用された。 

私の考えでは、1934 年 4 月に「ボアソナード教授記念事業」が発足し、1934 年 6 月

27 日に胸像の除幕式が行われたのは、時間の計算が合わない。記念事業の発足は、

もっと前ではなかろうか。なお、最高裁判所図書館に設置されたボアソナード博士

胸像の写真を図 10 に示す。 
 

 
図 10．最高裁判所図書館に設置されたボアソナード博士胸像  
本図は、11）のサイト/fより借用。 

 

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/shihounomadoH29_4.pdf
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