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第 36 回 東京理科大学と大河内正敏像 

筆者：林 久治（記載：2017 年４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。 
32 回の記事/fでは、淀川神社の蕪村像探索の紀行文を書いた。33 回の記事/fでは、

松原市の保田神社と佐久三像探索の記事を書いた。34 回の記事/fでは、真光院と瀧

藤尊教猊下像探索の記事を書いた。 

 今回は、東京理科大学の近代科学資料館を見学し、そこにある大河内正敏博士の

銅像を撮影したので、その紀行文を書く。図１に、東京理科大学の神楽坂キャンパ

スと近代科学資料館の周辺の地図を示す。なお、資料の説明を緑文字で、林の意見

や注釈を青文字で記載する。 

 
図１．東京理科大学の神楽坂キャンパスと近代科学資料館の周辺の地図 

 

（２）東京理科大学の歴史 

ウィキペディアによれば、東京理科大の略歴は次の通りである。 
 政治・経済・法律に関する学問所が多かった 1881 年 9 月 11 日に「理学の普及を以って

国運発展の基礎と成す」の信念の下、東京帝国大学仏語を卒業した 21 名の青年理学学士

によって東京物理学講習所が、麹町区飯田町四丁目 1 番地（現在の千代田区飯田橋二丁目

1 番地から九段北一丁目 6 番地周辺）の私立稚松（わかまつ）小学校の一部を借りて設立

された。 

設立当時、授業は夜間に行われていた。実験機材は創立者 21 名の母校である東京帝国

大学から講義の度ごとに借り入れ、終了後に返却していた。創立者達は仕事の傍ら無給で

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-32.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-34.pdf
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学生の指導にあたった。1885 年には財政が窮地に陥るも、創立者 21 名のうち 16 名が「維

持同盟規則」（一人 30 円の寄付と週 2 回の無償講義、教師が都合で講義に出られない時

は理由を問わず 25 銭を払うという決まり）を結び、この場を凌ぐ。当初は移転を繰り返

し、1886 年 11 月に、神田小川町 1 番地の仏文会校舎へ移り、神楽坂に移るまで約 20 年間

置かれた。夏目漱石の「坊っちゃん」の主人公が通ったのは、この校舎である。 

1897 年に京都帝大が創立され、そこに理工科大学（理工学部）が設置されるまで、明治

期に自然科学の教育を施したのは東京帝大と物理学校だけであり、自然科学教育を施す現

存する高等教育機関として 2 番目に長い歴史を持ち、私学としては最古である。1897 年、 

昼間部を設置。1906 年、神楽坂二丁目 24 番地に木造新校舎を竣工し移転。1915 年、財団

法人東京物理学校設立。1916 年、各種学校から専門学校へ昇格。1949 年４月１日、学制

改革により東京理科大学を設置し、理学部を置く。 

東京物理学校の初代校長は寺尾寿（天文学者・数学者、国立天文台初代台長）、４代校

長は大河内正敏（物理学者、理化学研究所 3 代目所長、東京帝国大学教授）であった。新

制東京理科大学初代学長は本多光太郎（物理学者、金属工学者、東北帝国大学総長、文化

勲章受章）、現学長は第９代の藤嶋昭（化学者、光触媒の発見者、東京大学特別栄誉教授、

文化功労者）である。2015 年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智（1935-）は東

京理科大学大学院理学研究科修士課程を 1963 年に修了し、理学博士を 1970 年に取得して

いる。 

「東京理科大学近代科学資料館」は、東京理科大学創立 110 周年を記念して 1991 年 11

月に建設された。館内には、東京理科大学の前身となる東京物理学校から引き継がれた貴

重な資料や寄贈資料を一堂に集め、体系的な展示を行っている。資料館の建物は、1941 年

東京物理学校理化学部卒業の故二村冨久氏（二村化学工業の創業者）の寄付により、1906

年に神楽坂に建設された東京物理学校の木造校舎を復元した物で、その建物自体も展示品

とみることができる。 

 

（３）大河内正敏先生の経歴 

ウィキペディアによれば、大河内正敏先生の経歴は次の通りである。 
大河内正敏（おおこうち まさとし、1879.12.6-1952.8.29）は、物理学者であり実業家

である。旧上総大多喜藩主で、子爵大河内正質の長男として東京浜松町に生まれた。のち

旧三河吉田藩の子爵大河内家の養子となり、最後の藩主・大河内信古の娘を妻に迎える。

学習院初等科時代は、大正天皇の御学友であった。第一高等中学校を経て、東京帝国大学

工学部造兵学科に入学。1903 年、東京帝大を首席卒業（正確には、「恩賜の銀時計」を受

ける）、講師となる。その後私費でヨーロッパに留学。 

 その後の、大河内先生の主な経歴は次の通りである。 

1911-1925：東京帝国大学工学部造兵学科・教授（退職後は理研に専念） 

1915-1946：貴族院議員（ただし、中断の時期がある。） 

1918：原内閣の海軍省政務次官 

1921-1946：理化学研究所・第３代所長 

1927-1946：理化学興業・会長 

1934-1945：東京物理学校・第４代校長 

1945-1946：Ａ級戦犯容疑で巣鴨拘置所の収監 

1946-1951：公職追放 

大河内所長は、理研に主任研究員に自由をもたせる研究室制度を導入するとともに、

研究成果の事業化を進め、理研を国際的な研究機関にまで育て上げた。大河内所長

と戦前の理研は、１）の本と２）のサイト/lに詳しく紹介されている。 
 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E8%88%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://www.net-ir.ne.jp/ir_magazine/pioneer/vol036_6462.html
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（４）東京理科大学の近代科学資料館 

 ４月 21 日、私（林）は車を定期検査に出したので、検査が終わるまで、運動を兼

ねて東京の銅像探査に行った。先ず、大河内正敏先生の銅像を見つけるために、理

科大の神楽坂キャンパスに行った。息子が本学に在学中に、私と家内は神楽坂界隈

には何度か行ったことがある。しかし、近代科学資料館はキャンパスの端にあるの

で、私はその存在をも今回まで知らなかった。地下鉄の神楽坂駅から出た「神楽坂

下交差点」の写真を図１上に示す。丁度、ヤマボウシが満開であった。 

 
 

 
図２．上：神楽坂下交差点、下：東京理科大学の近代科学資料館 
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 図２下に、東京理科大学の近代科学資料館の全景を示す。建物はコンクリート製

ではあるが、戦前の東京物理学校の木造校舎を模して建築している。図３上に資料

館の玄関を、図３下に屋根下にある「東京物理學校」の文字を示す。玄関の向かっ

て右側には、「二村記念館」の看板があるが、その意味は後で説明する。 

 
 

 
図３．上：東京理科大学・近代科学資料館の玄関、下：「東京物理學校」の文字 
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（５）大河内正敏先生の銅像 

 大河内先生の銅像は、３）のサイト/lによれば、新潟県柏崎市の株式会社リケン

に「理化学興業株式会社創立者である大河内正敏博士の銅像」がある。私（林）は、４）

のサイト/lにより、もう一つの大河内先生像がここ（近代科学資料館）にあること

を知った。これらの銅像に関する記事は他にはなく、「ヒロ男爵のＨＰ」の「日本

の銅像のギャラリー」にも収録されていない。私は理研 OB であるので、「理研では

神様のような大河内先生の業績が、現在の日本では忘れ去られている」と嘆かざる

を得ない。そう言う意味でも、「今回は大河内先生の銅像を是非拝見して、記事を

書こう」と決意した次第である。 

 33 回の記事/fで書いたように、私は大阪府門真市のパナソニック本社にある「科

学と工業の先覚者（１１名）」の銅像見学を素気無く断られた。そこで、近代科学

資料館で大河内先生の銅像を撮影するために、私は次の二つの御まじないを持参し

た。①私の名刺：私は「理研名誉研究員・林久治」の名刺を紛失しているので、

「理研ベンチャー企業の技術移転コーディネーター・林久治」の名刺を持参した。

これで、理研の研究員だったことを主張する積りであった。②藤嶋昭君から私への

年賀状：藤嶋君は大学院では私の２年後輩で、「光化学の学会」では昔からの知り

合いであった。現在、藤嶋君は理科大の学長で、「光触媒の研究」でノーベル賞候

補者である。撮影を無碍に断られれば、私は「藤嶋君を出せ！」とこの年賀状を盾

に居直る腹積りであった。 

 資料館の受付の若い男性に、私は「大河内先生の銅像を撮影させて下さい」と依

頼した。彼は「撮影許可申請書を書いて下されば大丈夫です」と親切に答えてくれ

た。私は申請書を提出する時、持参した名刺と藤嶋君からの年賀状を彼に見せて、

「藤嶋君は大学院では私の２年後輩です」と言った。彼は「大河内先生の銅像は２

階にあります」と言って、２階まで案内してくれた。２階に行く階段で、別の銅像

があった。その写真を図４に示す。私は二村冨久先生を全く存じ上げなかったので、

先生の経歴を帰宅して調べた。後で、その内容を記載する。 

 
図４．二村冨久先生像 撮影場所は、近代科学資料館の２階への階段。 

http://miida.cocolog-nifty.com/nattou/2014/10/post-c3c4.html
http://formula2007.at.webry.info/201402/article_1.html
http://formula2007.at.webry.info/201402/article_1.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf
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近代科学資料館の２階には、物理学校や理科大の発展に貢献された偉い先生方を

紹介するコーナーがあった。そこに、大河内先生の小さな座像（高さは約 50cm）が

展示されていた。他の先生方の銅像はなかった。 

 
 

  
図５．上：大河内正敏先生のコーナー、下左：大河内正敏先生の座像、下右：座像

の台の銘。 「大河内正敏先生」と彫られている。 
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（６）大村智先生と二村冨久先生 

  大河内先生のコーナーの向かって左側に大村智（おおむら さとし、1935.7.12 

- ）先生のコーナーがあった。その写真を図６に示す。（２）節で書いたが、2015

年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村先生は、東京理科大学大学院理学研究

科修士課程を 1963 年に修了し、理学博士を 1970 年に取得している。大村先生のノ

ーベル賞は、日本の私学出身者で初めて、理科大出身者で初めてである。それにし

ては、大村先生の展示はお粗末であった。もちろん、先生の銅像はなかった。 

 
図６．大村智先生のコーナー 

 

大村先生の銅像は次の場所にある。埼玉県北本市にある北里大学・大村記念館

（５）のサイト/l：記念館は 2012 年に開館）、山梨県韮崎市にある大村美術館

（６）のサイト/：2013 年除幕）、および韮崎市神山町鍋山の「幸福の小径（こみ

ち）」（７）のサイト/c：2016.12.17 に除幕）。これらの銅像は、「ヒロ男爵のＨ

Ｐ」の「日本の銅像のギャラリー」には収録されていない。男爵のサイトは、「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。」と叫んでいるが、ノ

ーベル賞受賞者の大村先生の銅像がないとは、努力不足も著しい。 

 私（林）は、図４に示した銅像の主である二村冨久先生の事は初耳であった。帰

宅してから、先生の経歴を調べた。しかし、ウィキペディアには先生の記載がない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3
https://www.kitasato.ac.jp/jp/about/activities/omurakinenkan.html
https://plaza.rakuten.co.jp/machi19nirasaki/diary/201307010000/
https://mainichi.jp/articles/20161218/ddl/k19/040/039000c


 8 

ので、先生の生年月日や亡くなられた日付は不明である。従って、二村先生の経歴

は、（２）節の最後に書いた「近代科学資料館」設立経緯の他は不明である。なお、

玄関に「二村記念館」の看板があるのは、先生が資金提供して建設された「近代科

学資料館」の別称だからである。 

断片情報としては、先生は 1950 年に名古屋市で二村化学工業株式会社を設立した。

ウィキペディアによれば、二村化学（現・フタムラ化学）の概要は次の通りである。 
資本金は５億円、2015 年度の売上高は 671 億円、2015 年度末の従業員数は 1251 名である。

主な製品は、タバコや菓子などの各種包装用フィルム、セロファンおよび活性炭で、特に

包装用セロファンでは日本でのシェアをレンゴーと二分する。 

 ８）のサイト/lには、次のような記事があった。 
フタムラ化学創業者の二村冨久さん（故人）は、（自民党でタカ派集団といわれた）青嵐

会や日本青年協議会など右派グループへの資金提供に熱心な人物でしてね。特に中川一郎

さん（故人）と親しく、そのつながりで石原さんにも資金提供してきたんじゃないでしょ

うか。その二村氏は、セロハン製造の業界団体代表などを務めた立志伝中の人物。自主憲

法制定運動に熱心で、三島由紀夫が自決した後、自ら髪を切り、社員約２００人を引き連

れて上京、築地本願寺で葬儀に臨んだというエピソードの持ち主だ。さらに、憂国の志を

継承するため、社員らの鍛錬施設「三島記念館」を名古屋駅近くに建てたことでも知られ、

開館式には児玉誉士夫氏（故人）も現れた。 

 ここの二村像に関する記事は、９）のサイト/3しかない。「ヒロ男爵のＨＰ」に

は、ここの二村像は収録されていない。 

 

（７）東大と東洋大における銅像探索 

 理科大の近代科学資料館を拝観した後、私（林）は東大と東洋大に銅像探索に行

った。10）のサイト/Wには、東大が所有する多数の銅像のリストがある。その中で、

屋外にある銅像の殆どは、「ヒロ男爵のＨＰ」に収録されているようだ。しかし、

屋内の銅像は殆ど収録されていない。「ヒロ男爵のＨＰ」の基準は、「公開されて

いる銅像の収録」であるので、東大の屋内銅像は微妙な所であろう。私は「講堂な

どの不特定多数の方々が出入りする建物にある銅像は基準内であろう」と考えてそ

のような銅像を東大で探索した。 

 私は、「髙橋順太郎博士像が東京大学医学部 1号館構内にある」とのサイト記事

を見て、この銅像を探しに行った。しかし、医学部 1号館の玄関付近にはこの銅像

は見当たらず、構内は「関係者以外、立入禁止」の表示があったので、深く立ち入

る事ができなかった。私が理研在職中には、医学部の上野照剛教授とは仲が良く、

教授の研究室で何度か講演させていただいた。そんな時に、医学部内を見学させて

いただければ、医学部構内にある銅像を多数撮影できたであろう。しかし、当時は

そんな余裕はなかった。 

 東大では、小柴先生のノーベル賞を記念して、2005 年に「小柴ホール」が設置さ

れた。私は「小柴ホールに、小柴先生や梶田先生の銅像があるかもしれない」と思

って、小柴ホールにも行ってみた。しかし、そこには両先生の銅像もレリーフ像も

なかった。北里大学と違って、東大は自校のノーベル賞受賞者の銅像は作らないよ

うだ。ちなみに、徳島大学には、中村修二先生のレリーフ像があるようだ。 

 私は 60 歳で理研を定年退職し、70 歳まで私大の非常勤講師をしていた。その数

年間は、東洋大の鶴ヶ島キャンパスで授業をしていた。しかし、白山キャンパスに

は行ったことはなかった。私は、33 回の記事/fを書くときに、東洋大の創立者が井

http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/296.html
http://perseus.blog.so-net.ne.jp/2012-07-23
http://archive.fo/KOsW
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf


 9 

上円了先生であることを初めて知った。白山キャンパスには、「井上円了記念博物

館」があることを知ったので、今回はここまで足を延ばした。 

11）のサイト/lに、次のような説明がある。井上円了記念博物館では、常設展示と

して、東洋大学の創立者である井上円了博士（1858-1919）、学校法人東洋大学理事長・

総長を務めた塩川正十郎先生（1921-2015）のふたりの人物に関する展示をご覧いただく

ことができます。井上円了記念博物館の前庭には、井上円了先生の大きな銅像と塩川

正十郎先生の胸像が展示されていた。私は「両像ともに白日の下に堂々と建ってお

られるので、ヒロ男爵のＨＰには当然収録されているだろう」と思って写真撮影を

しなかった。ところが、帰宅して調べると、井上像は収録されているが、塩川像は

収録されていなかった。図７に、12）のサイト/2から拝借した塩川像を示す。 

 
 

（８）白山神社と孫文のレリーフ像 

 東洋大の白山キャンパスの近所に白山神社がある。ここはアジサイの名所なので、

私が理研在職中には外人をここに何度か案内した。そう言う事情で、白山神社にも

立ち寄った。そこには、図８で示すような、「孫文先生の石碑」があった。 

 

図７．塩川正十郎先生の胸像 

設置場所は、東洋大学白山キャ

ンパスの井上円了記念博物館前

庭。12）のサイト/2から拝借。 

図８．白山神社境内にある「孫文

先生座石」の石碑 

https://www.toyo.ac.jp/site/museum/permanent.html
http://bee-gee.blog.so-net.ne.jp/archive/201311-2
http://bee-gee.blog.so-net.ne.jp/archive/201311-2
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 私が以前ここに来たときには、「孫文先生の座石」には気付かなかった。この石

碑の銘文には、1983 年６月１日の日付がある。その頃からあったのであろう。13）

のサイト/には、次のような記事がある。 
東京・文京区白山 5 丁目の小高い丘の上に白山神社があり、境内の一角に孫文のブロン

ズ製レリーフ（胸像額）をはめ込んだ石碑がたっている。上部に「孫文先生座石」と書か

れており、石碑の下に置かれた黒っぽい横長の石が孫文の座った石ということらしい。 

由緒書によると、それは明治 43 年（1910 年）5 月中旬のことで、孫文は当時、白山神社

近くの小石川原町（現白山四丁目、五丁目と千石一丁目の一部）にあった滔天宅に身を寄

せており、2 人はこの石に腰掛け、中国の将来や革命について語り合った。しかも、その

時、夜空に光芒を放つ一条の流星が現れ、孫文は祖国の革命を心に誓ったという。この流

星とは、時期からみて、明治 43 年のハレー彗星とみられ、東京では同月 19 日、降り続い

た雨があがった東の空に現れた。彗星の尾は長く、夜空いっぱいに輝き、10 日ほどで姿を

消した。ただ、この孫文の話には異説もあって、孫文と共に流星を見たのは滔天本人では

なく、長男の龍介さんだったという。 

 

 
図９．白山神社境内のクリスマスローズ 

 

 

次回は、「理研の先生方の銅像」の記事を書く予定です。 
 

 

引用した資料 

１）の本：単行本、宮田親平著「科学者たちの自由な楽園―栄光の理化学研究所」

（文藝春秋）、1983 年発行（本書は絶版になっているので、現在は中古品しかない。本

http://www.nippon.com/ja/column/g00242/
http://www.nippon.com/ja/column/g00242/


 11 

書と類似する本として、次の本が購入可能である。文庫本、宮田親平著「科学者の楽園を

つくった男:大河内正敏と理化学研究所」 (河出文庫) 、2014 年発行） 

２）のサイト：https://www.net-ir.ne.jp/ir_magazine/pioneer/vol036_6462.html 

３）のサイト：http://miida.cocolog-nifty.com/nattou/2014/10/post-c3c4.html 

４）のサイト：http://formula2007.at.webry.info/201402/article_1.html 

５）のサイト：

https://www.kitasato.ac.jp/jp/about/activities/omurakinenkan.html 

６）のサイト：

https://plaza.rakuten.co.jp/machi19nirasaki/diary/201307010000/ 

７）のサイト：https://mainichi.jp/articles/20161218/ddl/k19/040/039000c 

８）のサイト：http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/296.html 

９）のサイト：http://perseus.blog.so-net.ne.jp/2012-07-23 

10）のサイト：http://archive.fo/KOsW 

11）のサイト：https://www.toyo.ac.jp/site/museum/permanent.html 

12）のサイト：http://bee-gee.blog.so-net.ne.jp/archive/201311-2 

13）のサイト：http://www.nippon.com/ja/column/g00242/ 

https://www.net-ir.ne.jp/ir_magazine/pioneer/vol036_6462.html
http://miida.cocolog-nifty.com/nattou/2014/10/post-c3c4.html
http://formula2007.at.webry.info/201402/article_1.html
https://www.kitasato.ac.jp/jp/about/activities/omurakinenkan.html
https://plaza.rakuten.co.jp/machi19nirasaki/diary/201307010000/
https://mainichi.jp/articles/20161218/ddl/k19/040/039000c
http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/296.html
http://perseus.blog.so-net.ne.jp/2012-07-23
http://archive.fo/KOsW
https://www.toyo.ac.jp/site/museum/permanent.html
http://bee-gee.blog.so-net.ne.jp/archive/201311-2
http://www.nippon.com/ja/column/g00242/

