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第 163回 大阪市中央区のハラタマ像、山根像、および佐谷像 

               筆者：林 久治（記載：2021年８月 11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、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。私は武漢肺炎の２回目のワクチンを 6月 19日に接種したが、それま

では自宅の近場で銅像探索を行っていた。 

159回の記事/fでは、三鷹市の木村宜豊像を制作した木村恵保は、三鷹市龍源寺の

近藤勇像も制作したことを記載した。そこで、私は 6月 26日に龍源寺の近藤像を探

索し、160回の記事/fにその探索記を記載した。丁度その日には、待望の志村けん像

の除幕式が東村山市駅あったので、私は 6月 28日に志村像を探索し、その探索記を

161回の記事/fに記載した。 

7月に入り、私と家内は２回目の接種後から２週間が経過したので、免疫が完成

したはずである。それまでは、感染を恐れた生活を送っていたが、これで無罪放免

となった。一方、ガースー首相は五輪開催に固執し、7月 23日には開会式を強行し

てしまった。そのせいで、感染者数は日本全国で激増している。小池知事は相変わ

らず「不要不急の外出、特に都道府県を跨いでの外出を自粛するように」と発言す

るのみで、何ら効果的な対策を取らない。 

私共夫婦は、昨年の 11月初旬に「ゴーツー・キャンペーン」に便乗して、大阪の

孫達に会ってきた。それ以来、孫達に会っていないので、「ワクチン接種が終われ

ば大阪に行きたい」と切望していた。いくら小池知事が「不要不急の外出をしない

ように」と要請しても、ワクチン接種は私共にとっては「黄門様の印籠」である。

そこで、私共は 7月 29日から８月 5日まで大阪に滞在して、9ケ月ぶりに孫達と再

会することが出来た。 

私はそのついでに、大阪周辺で銅像探索も行った。猛暑の季節であるので、駅近

くの探索で留めた。８月 2日には大阪市中央区で、3日には京都市の壬生寺で探索

を行った。壬生寺の近藤勇像の探索記は前回の記事/fに記載した。本稿は大阪市中

央区のハラタマ像、山根像、および佐谷有吉像の探索記である。これらの銅像は

１）のサイト/に収録されているが、基本情報が十分には記載されていないので、探

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-159.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-160.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-161.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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索した次第である。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は

青文字で記載する。 

 

（２）大阪市中央区の舎密局跡  

 ハラタマ像は舎密局跡（大阪市中央区大手前 3丁目 1番：図１上の①地点）に設

置されている。そこで先ず、舎密局跡の紹介をする。図１上に、舎密局跡の周辺地

図を示す。最寄り駅は地下鉄谷町線の谷町四丁目駅である。 

 

 

図１．上：舎密局跡の周辺

地図、 本図は、２のサイ

ト/lより借用。 

① ：舎密局跡、 

② ：大阪歴史博物館、 

③ ：大阪医療センター。 

下：舎密局跡の石碑と大ク

スノキ。 

③ 

①  

② 

http://www.tree-flower.jp/27/seimikyoku_547/seimikyoku_kusu.html
http://www.tree-flower.jp/27/seimikyoku_547/seimikyoku_kusu.html
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 図１下に舎密局跡の写真を示す。そこには、石碑と大クスノキが写っている。そ

の他に、当地には「史跡 舎密局跡」と「大阪衛生試験所発祥の地」の石碑と、ハ

ラタマ博士の胸像が設置されている。それらの紹介は、２のサイト/l、３）のサイ

ト/l、および４）のサイト/lが優れている。なお、「舎密局」の「舎密（せい

み）」とは、幕末期に広く使用された、蘭語の chemie（化学）に対する当て字であ

り、当時、実生活に対する洋学（科学）の応用という点で化学が特に重視されたこ

とに関わる命名である。 

 

 

図２．「史跡 舎密局跡」の石碑 

 

 図２に、「史跡 舎密局跡」の石碑の写真を示す。残念なことには、植栽が繁茂

していたために本碑の文面はよく見えなかった。２のサイト/lと３）のサイト/lに

本碑の写真が掲載されていたので、それらにより本碑の文面が次の通りであること

が分かった。 

史跡 舎密局跡 

明治二年五月一日政府はこの地に物理化学を専攻する舎密局という学校を開設した。この場

所はその遺跡の一部である。 この学校はその後度々名称を変えて明治十九年第三高等中学

校となり明治二十二年八月京都市吉田に移り明治二十七年九月から 第三高等学校となった。

現在の京都大学の教養部である。この樟樹は舎密局の生徒が憩う緑陰として当時からあった

という。   昭和三十四年四月三十日府指定 

昭和五十四年十二月  大阪府教育委員会  三高同窓会建之 

http://www.tree-flower.jp/27/seimikyoku_547/seimikyoku_kusu.html
http://osaka-dokkaiko.blog.jp/archives/16423461.html
http://osaka-dokkaiko.blog.jp/archives/16423461.html
http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~kazu/tech/seimi.html
http://www.tree-flower.jp/27/seimikyoku_547/seimikyoku_kusu.html
http://osaka-dokkaiko.blog.jp/archives/16423461.html
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図３．「大阪衛生試験所発祥の地」の石碑 

 

図３に、「大阪衛生試験所発祥の地」の石碑の写真を示す。本碑には次のように

記載されている。 

大阪衛生試験所発祥の地 

大阪衛生試験所は官営の医薬品試験機関大阪司薬場として明治八年三月、この舎密局跡に発

足し、明治二十年五月の官制公布により大阪衛生試験所となった。昭和二十年六月の大空襲

で消失し、業務停止に至る七十年余、わが国における保健衛生行政の拠点として多大な貢献

をなした。昭和二十四年四月、国立衛生試験所大阪支所として業務を再開し、現在は国立医

薬品食品衛生研究所大阪支所として中央区方円坂において引続き試験研究業務を行っている。

本年、業務再会から五十周年を迎え、ここに記念碑を設置するものである。 

平成十一年十二月建立 国立医薬品食品衛生研究所大阪支所 

 

（３）ハラタマ博士の胸像 

 舎密局跡の一角に、ハラタマ博士の胸像が設置されていた。その写真を、次ペー

ジの図４上に示す。また、図４下には、胸像台座正面の銘文を示す。 

（本文は、６ページに続く。） 
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図４． 

上：ハラタマ博

士の胸像、 

下：胸像台座正

面の銘文。 
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 胸像台座正面の銘文には、以下のように記載されていた。 

K.W.ハラタマ博士 

Dr. Koenraad Woulter Gratama（1831-1888） 

明治二年（一八六九）５月大阪府によりオランダ人化学者クーンラート・ウォルテル・ハラ

タマを教頭とする舎密局（せいみきょく）がここから２百メートル北の大手前通一帯に開設

された。舎密とは化学の意である。舎密局は明治時代のわが国で最初に開かれた理化学校で

ハラタマによりこの国の近代化に必須の自然科学の教育が行われた。日本の初期の科学研究

の多くはこの舎密局（せいみきょく）に端を発している。舎密局はその後、理学校と改称さ

れ、明治五年に閉校されてその任を終えたが、その流れから京都舎密局、大阪司薬場、第三

高等学校が生まれた。日蘭交流四百年を記念して、ここに日本の化学の父ハラタマ博士の像

を遺し、その功を永世に伝えたい。 

 

図５．胸像台座の側面に貼付された銘板 

 

 胸像台座の側面には、図５に示すような銘板が貼付されていた。本文より、本像

の建立の経緯がよく分かった。なお、本像制作者の川合敏久氏の略歴は次の通りで

ある（５）のサイト/mより）。 

1935：千葉県松戸市に生まれる。 

1963：京都市立美術大学（現 芸術大学）彫刻科 卒業 

主な作品 

1994：「永遠に煌く」美空ひばりブロンズ全身立像／京都嵐山美空ひばり館 

1996：「緒方洪庵」等身大 座像／適塾・大阪市 

 また、ウィキペディアによれば、芝哲夫先生の略歴は次の通りである。 

芝 哲夫（1924- 2010）は、日本の化学者。専門は生物有機化学。 

http://www.as-oct.com/top/shop/toshi/toshiprofile.htm
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1946：大阪帝国大学理学部化学科卒業。 

1971：大阪大学理学部教授。 

1988：大阪大学名誉教授、財団法人蛋白質研究奨励会ペプチド研究所所長 

1991：化学史学会会長となる 

また、蘭学・適塾の研究でもしられ、関西日蘭協会会長などをもつとめる。 

以上の資料などにより、ハラタマ像の概要は、次の通りである。 

K.W.ハラタマ博士胸像 

設置場所：大阪市中央区大手前 3丁目 1番 舎密局跡 

設置時期：2000年 10月 建立 

設置者：ハラタマ胸像建立委員会 

制作：川合敏久（1935年松戸市生まれ。主な作品：美空ひばり立像、緒方洪庵座像） 

揮毫：芝 哲夫（1924- 2010、大阪大学理学部化学科教授また蘭学・適塾の研究家） 

設置経緯：本像台座正面の銘文より 

K.W.ハラタマ博士 Dr. Koenraad Woulter Gratama（1831-1888） 

明治二年（一八六九）５月大阪府によりオランダ人化学者クーンラート・ウォルテル・ハラ

タマを教頭とする舎密局（せいみきょく）がここから２百メートル北の大手前通一帯に開設

された。舎密とは化学の意である。舎密局は明治時代のわが国で最初に開かれた理化学校で

ハラタマによりこの国の近代化に必須の自然科学の教育が行われた。日本の初期の科学研究

の多くはこの舎密局（せいみきょく）に端を発している。舎密局はその後、理学校と改称さ

れ、明治五年に閉校されてその任を終えたが、その流れから京都舎密局、大阪司薬場、第三

高等学校が生まれた。日蘭交流四百年を記念して、ここに日本の化学の父ハラタマ博士の像

を遺し、その功を永世に伝えたい。 

 

（４）大阪歴史博物館の山根徳太郎像 

 舎密局の近くにある大阪歴史博物館（大阪市中央区大手前 4-1-32：図１上の②地

点）に山根徳太郎像があるので、ハラタマ像探索後に本館にまわった。次ページの

図６上左に本館の写真を示す。本館は、大阪城公園の南西、難波宮跡公園の北西に

2001年開館した博物館で、江戸東京博物館に勝るとも劣らない立派な建物である。 

 私が訪問した当日は、武漢肺炎猖獗のため、入場者は極めて少なかった。しかし、

大勢の女性職員が案内業務などに携わっていた。私は常設展のみの券（600円）を

買って入場したが、館内は大変広いのでお目当ての山根像が設置されている場所が

さっぱり分からなかった。そこで、私は 1階入口の若い案内嬢に「山根先生の銅像

はどこにありますか？」と尋ねた。彼女が答えに窮しているのを見て、そばに居た

古参の案内嬢が間髪をいれず「10階にあります」と教えてくれた。 

 1階入口からエレベーターで 10階に直行すると、10階の案内図が目に入った。そ

の写真を図６下に示す。その場所は、大阪城展望ホールで、大阪城を見下ろすこと

ができた。「さて、山根像はどこかな？」と探索すると、反対側の休憩室に本像が

設置されていた。「10階にある」ことを知らなければ、本像を発見することに苦労

したであろう。 
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図６．上左：大阪歴史博物館の建物、上右：10階の休憩室に設置された山根徳太郎

像、下：10階の案内図。①：山根像の場所 

 

 10階に休憩室に設置された山根徳太郎像の写真を、図６下に示す。本像の台座側

面に貼付された銘板を次ページの図７に示す。本文は本像の設置経緯を要領よく簡

潔に説明している。 

①  
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図７．山根像の台座側面に貼付された銘板 

 

 以上の資料などにより、山根像の概要は次の通りである。なお、山根先生と大島

市長の略歴はウィキペディアを参考にした。河合隆三氏の略歴は６）のサイト/を参

考にした。 

山根徳太郎先生像 

設置場所：大阪市中央区大手前 4-1-32大阪歴史博物館 10階休憩室 

設置時期：1985年 10月 建立 

設置者：山根徳太郎先生顕彰会 

制作：河合隆三（1935年大阪市生まれ、1962年東京芸術大学彫刻科卒、元大阪芸大教授） 

題辞：大島靖（1915- 2010、大阪市長：1971-1987） 

山根徳太郎先生の略歴：山根徳太郎（1889年 1月 12日 - 1973年 7月 28日）は、大阪市西

区に生まれる。東京高等師範学校、京都帝国大学文学部史学科卒業後、1928年大阪商科大

学（現：大阪市立大学）予科教授に着任、1949年新制大阪市立大学法文学部（現：文学

部）教授となる。1952年の定年退官後は難波宮発掘に力を注ぎ、文献史料に記載されてい

たが所在地が不明のままであった難波宮の研究を行い、難波宮の大極殿跡を発掘した。「日

本のシュリーマン」と称えられていた。 

設置経緯：（本像台座の銘文より） 

難波宮跡は日本古代史上最も重要な遺跡の一つである。山根徳太郎先生は一九五二年以来そ

の調査発掘に全力を傾け苦心の末宮跡の所在を闡明せられた。ここにその功績を記念し知友

門下二四一名の醵金により先生の像を建てる。像の制作は河合隆三氏、正面の題辞は大島靖

大阪市長の書。    一九八五年一〇月 山根徳太郎先生顕彰会 

https://www.g-takamiya.com/%E6%B2%B3%E5%90%88%E9%9A%86%E4%B8%89%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B/
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（５）大阪医療センターの佐谷有吉像 

 山根像を探索した後、中央大通りの陸橋を渡って、大阪医療センター（大阪市中

央区法円坂 2-1-14、図１上の③地点）に行った。入口が分からなかったので、周辺

を探索していると、明治天皇を記念する石碑があった。その写真を図８上に示す。 

 

 

図８．上：国立病院大阪医療センターと明治天皇の石碑、下：かつて当地にあった

説明板。本図は、７）のサイト/lより借用。 

http://osaka-dokkaiko.blog.jp/archives/6135202.html
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明治天皇の石碑は欠損しており、ここに設置された経緯は不明である。自宅に帰

って検索してみると、７）のサイト/lを発見した。本サイトによれば、かつては本

碑の横に説明板があったようだ（私が行った当日には無かった）、その写真を図８

下に示す。説明文は以下の通りであった。 

大阪医学校・大阪師範学校跡（中央区法円坂２丁目）【大阪市顕彰史跡第 227号】 

 大阪初の近代的な病院である浪華仮病院、後の大阪病院、は 1869（明治 2）年 11月、天

王寺区大福寺境内からこの地に移転した。その際に大阪医学校が開設され、オランダ人のポ

ードインが教師を務めた。病院・医学校は当初大阪府の管轄下にあり、翌年 2月に国の直轄

となった。1872（明治 5）年 9月に、文部省の学制改革によって医学校は廃止、病院の機能

は北御堂内に設置された大阪府病院に引き継がれた。大阪師範学校は、医学校跡に、1873

（明治 6）年 8月に開設された。翌年 9月には付属小学校も開校したが、学制改革で 1878

（明治 11）年 2月に廃止、その機能は大阪府師範学校に引き継がれた。 

 医学校には 1872（明治 5）年 6月、師範学校には 1877（明治 10）年 2月に明治天皇が行

幸するなど、国の重要な教育機関であった。 

 「明治天皇聖謁碑」は、1920年代後半に、大阪市青年聯合団が建立した石碑で、所在不

明であったが、2016年にこの地で実施された発掘調査により再発見されたものである。 

 私は大阪医療センターの入口をやっと見つけて構内に入ると、構内は大変広かっ

た。診療所には患者らしき人々が沢山いた。私は屋外を探索したが、銅像は見つか

らなかった。屋内に入って、受付で銅像の場所を尋ねることは、今日の状況では顰

蹙を買いそうである。そこで、今回は佐谷像の探索は諦めた次第である。 

 自宅に帰って、佐谷像を検索すると、８）のサイト/mに詳細な記事があった。本

サイトに記載されている碑文の内容を以下に示す。 

碑文 

明治１７年８月６日京都府舞鶴に生まれ 同４４年東京帝国大学医科大学を卒業 皮膚学を

専攻し京都府立医学専門学校教諭を経て欧米に留学 大正１５年大阪医科大学皮膚科泌尿器

科教授に就任 引き続き大阪帝国大学教授を経て昭和２１年停年退官に至る間病院長医学部

長微生物病研究所癩研究部長付属医学専門部主事等の要職につき医育研究診療に大いに寄与

せられ次いで創設国立大阪病院に転ぜられ諸関係当局を動かして同病院を河内長野より現在

地へ移転し厚生省所管最初の近代建築の基幹病院として今日の盛運の基礎を築かれたが図ら

ずも昭和３２年９月２３日心筋梗塞症のため急逝 享年７３ 正三位勲一等に昇叙厚生省葬

の礼をもって遇せらる 法名常楽院殿典山治道有方大居士 京都嵯峨宝寿院内に葬らる 

昭和３５年３月１０日建之 知友門下生 国立大阪病院有志 

題字撰文 後継病院長 布施信良 

制作 行動美術協会々員 建畠覚造 

 なお、ウィキペディアによれば、本像の制作者である建畠覚造氏の略歴は次の通

りである。 

建畠 覚造（たてはた かくぞう、1919 - 2006）は、東京生まれ。彫刻家・建畠大夢の長男

で、1941年に東京美術学校（現・東京藝術大学）彫刻科を卒業し文展に出展、特選を受賞

するなど若い時期から期待された。1953年から 1955年までフランスに留学、サロン・ド・

メなど多くの展覧会に参加。帰国して金属などを組み合わせた幾何学的な造形を行い、1950

年代の日本の抽象彫刻のパイオニアの一人として活躍した。1959年から多摩美術大学教授

として彫刻を指導し、生涯にわたり、高村光太郎賞、中原悌二郎賞、長野市野外彫刻賞、ヘ

ンリー・ムーア大賞展特別賞、芸術選奨文部大臣賞など内外の多数の賞を受け、2005年に

http://osaka-dokkaiko.blog.jp/archives/6135202.html
http://burari2161.fc2web.com/sataniyuukiti.htm
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は文化功労者として顕彰された。また各地の広場や学校にモニュメントやパブリック・アー

トが設置されている。 

 以上の資料などにより、佐谷像の概要は次の通りである。 

佐谷有吉博士像 

設置場所：大阪市中央区法円坂 2-1-14 国立病院大阪医療センター中庭 

設置時期：1960年 3月 10日 建立 

設置者：知友門下生 国立大阪病院有志 

制作：建畠覚造（たてはた かくぞう、1919 –  2006、多摩美術大学教授） 

設置経緯： 

佐谷有吉博士（1884.8.6-1957.9.23）は京都府舞鶴に生まれ、1911年東京帝国大学医科大

学を卒業。皮膚学を専攻し京都府立医学専門学校教諭を経て欧米に留学。1926年大阪医科

大学皮膚科泌尿器科教授に就任。引き続き大阪帝国大学教授を経て 1946年停年退官。この

間病院長医学部長微生物病研究所癩研究部長付属医学専門部主事等の要職につき医育研究診

療に大いに寄与せらる。ついで創設国立大阪病院に転ぜられ諸関係当局を動かして同病院を

河内長野より現在地へ移転し厚生省所管最初の近代建築の基幹病院として今日の盛運の基礎

を築かれた。 
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