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第 37 回 理化学研究所の銅像 

筆者：林 久治（記載：2017 年４月 25 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。前回の記事/fでは、東京理科大学の近代科学資

料館にあった大河内正敏博士と二村冨久氏の銅像を紹介した。 

今回は、理化学研究所（以後、「理研」と書く）に収納されている先生方の銅像

を紹介する。理研の詳細（特に、戦前の理研）は、本稿の最後に記載した参考資料

の「１）の本」をご覧下さい。図１に、理研・和光地区の構内地図を示す。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．理化学研究所・和光地区の構内地図 

①研究本棟、③事務棟、⑥図書館、⑨大河内記念ホール、（25）展示事務棟（理研

ギャラリー）。本図は２）のサイト/より拝借。 

 

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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-36.pdf
http://chembiochem.jp/blog/2014/09/12/riken-csrs1030/
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（２）理研の略歴 

ウィキペディアを参考にして、理研の略歴を年表形式で以下に記載する。 
1917 年：渋沢栄一を設立者総代として皇室・政府からの補助金、民間からの寄付金を基に

「財団法人理化学研究所」を東京都文京区駒込に設立。伏見宮貞愛親王が総裁、菊池大麓

が所長に就任。 

1921 年：大河内正敏が 3 代目所長に就任し研究室制度を打ち出す。 

1922 年：研究室制度が発足。主任研究員に大幅な自由裁量が与えられ、主任研究員は帝国

大学教員との兼任を認め、研究室を帝国大学に設置することを許可した。また、主任研究

員が予算、人事権を握り、研究テーマも自主的に設定。この研究室制度は理化学研究所を

活性化したが、費用対効果を考えない研究費の投入はたちまち理研を財政難に陥れた。 

1927 年：理研の発明を製品化する事業体として理化学興業を創設し、大河内が自ら会長に

就任した。理化学興業と理化学研究所は工作機械、マグネシウム、ゴム、飛行機用部品、

合成酒など多数の発明品の生産企業を擁する理研産業団（理研コンツェルン）を形成して

ゆく。 

1939 年：理研の収入 370 万 5000 円のうち、特許料や配当などの形で理研産業団各社が納

めた額は 303 万 3000 円を占めた。その年の理研の研究費は 231 万 1000 円だったので、理

研は資金潤沢で何の束縛もない「科学者たちの楽園」だった。 

1937 年：仁科芳雄研究室が日本で最初のサイクロトロンを完成させた。 

1941 年：陸軍の要請を受け、仁科芳雄が中心となって原子爆弾開発の極秘研究（ニ号研

究）を開始。 

1946 年：太平洋戦争終結とともに連合国軍最高司令官総司令部の指命により理化学研究所、

理研工業（理化学興業の後身）、理研産業団は解体され、仁科研究室のサイクロトロンも

海中に投棄された。公職追放された大河内に代わって仁科芳雄が第 4 代所長に就任。 

1948 年：「株式会社科学研究所」（初代社長仁科芳雄）発足。財団法人理化学研究所は正

式に解散した。 

1958 年：「理化学研究所法」が制定され、特殊法人「理化学研究所」として新たに発足し

た。 

1967 年：埼玉県北足立郡大和町（現在の和光市）に大和研究所（現：和光本所 和光研究

所）を開設、本拠地を駒込からここへ移転。 

2003 年 10 月：独立行政法人化され、2001 年にノーベル化学賞を受賞した野依良治を理事

長に迎えた。 

2014 年 1 月末：小保方晴子が STAP 研究を発表し、「リケジョの星」、「ノーベル賞級の

発見」として一躍時の人となる。 

2015 年 4 月：「国立研究開発法人理化学研究所」に名称変更。 

 

（３）理研と私 

 私（林）は、1964 年３月に大学を卒業し、同年４月に大学院に進学して長倉三郎

先生（1920.10.3 - ）の研究室に入門した。当時、長倉先生は、物性研究所・分子

部門の教授（1959-1981）と理研・理論有機化学研究室の主任研究員（1961-1981）

を兼務されていた。その頃の長倉研究室には物性研の職員（助手、技官など）、理

研の職員（研究員、技官など）、および大学院生が多数在籍しており、六本木の物

性研と駒込の理研を行き来して研究していた。私は何度か駒込の理研に行ったこと

があったが、その頃の理研は手狭で雑然としていた。 

 私は 1969 年３月に大学院博士課程を修了し、同年４月に長倉先生は私を理研の研

究員に採用して下さった。その頃には、理研は埼玉県大和町に移転していた。1981

年３月に長倉先生は物性研と理研を定年退職され、同年４月に愛知県岡崎市の分子

科学研究所の所長に就任された。私は理研の研究室を継承した（1983 年４月、主任

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E5%A4%A7%E9%BA%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E9%96%8B%E7%99%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E9%96%8B%E7%99%BA
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研究員に就任）。私は、長倉先生から「東京と近郊にいる研究室出身者の面倒を見

て下さい」との指示をいただいた。 

 私は 2002 年３月に理研を定年退職したが、理研に 33 年間在職し、国民の税金を

使って研究を自由に行うことが出来た。徳島からポット出て来た田舎者の私に、こ

のような大役を与えて下さった長倉先生には、「いくら感謝しても、しきれない」

想いである。 

 

（４）理研の一般公開 

 私が理研在職中にも、毎年春に一般公開が行われていた。当初は、土日以外の日

に行われていた。その理由は、土日に公開すると、職員に休日出勤を強いることに

なるからである。しかし、見学に来る人々の都合を考えると、土日が好ましくなる。

それ故、いつからか春の 20 日前後の土曜日に一般公開が行われるようになった。私

が退職する少し前から、理研の一般公開は人気行事となり、理研周辺の人々のみな

らず、小中高生が団体で遠くからも来るようになっている。 

 今年は、４月 22 日（土）に一般公開が行われた。その模様を、図２に示す。去年

まで、私は銅像探索に興味がなかった。しかし、去年の春から、私はＨＰで「乱

歩」欄を始め、急に銅像探索にも力を入れるようになった。「ヒロ男爵のＨＰ」の

「日本の銅像のギャラリー」欄には、理研の銅像は収録されていない。そこで、今

年の一般公開には、理研で銅像探索を行うことにした。出来れば、今までにネット

で全く取り上げられていなかった「バージン銅像」を発見して、「ヒロ男爵の鼻を

明かしてやる」ことを最終目的とした。 

 
図２．今年の理研・一般公開は４月 22 日に行われた。 
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 私は理研 OB であるので、どこへ行けば良いかは分かっている。先ず、図書館（図

１の⑥）の地下にある「記念資料室」に直行した。資料室には、戦前からの理研の

貴重な資料が保管されている。私は「ここの膨大な資料は、日本の科学史上でも、

非常に貴重である。従って、速急に調査分類して、デジタル保存を行うべきであ

る」と考えている。記念資料室の写真を図３に示す。 

 
 

 
図３．理研の記念資料室 上：入口、下：室内 
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 記念資料室には、「２代所長 古市公威先生像」と「坂口博士 胸像」の２体の

銅像が展示されていた。その写真を図４に示す。２先生の経歴と銅像の解説は、後

で記載する。 

 
 

 

図４．記念資料室に展示されていた

銅像 

上：２代所長 古市公威先生像 

（池田康之助氏寄贈） 

下：坂口博士 胸像 

（理化学研究所所蔵） 
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 次に、私は「展示事務棟」（図１の（25））に行った。ここは、理研の資料を常

時展示している建物である。ここには、大河内正敏博士像が展示されていた。 

 

 
 

 
図５．上：理研の展示事務棟、下：展示室の内部  
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 図６に、大河内正敏博士像を示す。像はガラス箱に入っているので、写真撮影は

難しかった。大河内先生の経歴と銅像の解説は、後で記載する。 

 
 

 

図６．大河内正敏博士像 上：全体像、下：クローズ・アップ写真 
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 私が理研に入所した時には、講堂がなかった。国内外の偉い先生方を理研に招い

ても、講演をしていただく講堂がなかった。当時は、予算的制約が大きかったので、

理研は科学技術庁に「講堂予算」を要求できる立場ではなかった。全ては、研究優

先であった。理研内部では、「講堂がなければ、国際的にも恥ずかしい」との考え

が段々と強くなって来た。 

 その内、大型研究の予算が付き始めるようになったので、理研は「レーザー研究

棟」の建設に「講堂」の建設費を潜り込ませて、何とか恥ずかしくない講堂を作る

ことに漕ぎ付けた。そのようにして建設された講堂は、「大河内記念ホール」と命

名された。お蔭で、私達は国内研究会や外国人講演会に、「大河内記念ホール」を

何度も利用させていただいた。 

 以上のような事情で、私の理研在職時代には、「大河内記念ホール」を何度も利

用した。しかし、理研を退職して 15 年目の私には「そこに大河内先生の銅像があっ

たかどうか」の確信はない。そこで、今回は「大河内記念ホール」（図１の⑨）に

も行ってみた。次ページの図８下に、「大河内記念ホール」の玄関を示す。 

 幸いなことに、私の予感は的中して、講堂の入口に大河内先生の胸像を発見した。

しかし、悲しいことには、先生の胸像の前には椅子類が積み上げられて、立入禁止

になっていた。私は「理研公開日には、ここの大河内先生の胸像も展示して欲し

い」と願っている。ここにあった胸像の写真を次ページの図８上に示す。なお、仁

科芳雄先生の銅像は、理研の和光地区では見つけることができなかった。以下の部

分では、古市先生、大河内先生、および坂口先生の経歴と銅像を説明する。（本文

は 10 ページに続く。） 

図７．大河内正敏博士像の横

に置かれている説明文 

上：「ごあいさつ」 

下：博士像の製作経緯 



 9 

 
 

 

図８．大河内記念ホール 

上：大河内先生の胸像 

台座の銘は「工学博士大河内正

敏先生像」である。 

下：大河内記念ホールの玄関 
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（５）２代所長・古市公威先生の経歴と銅像 

ウィキペディアに、古市先生の経歴が詳しく記載されているので、興味のある方

はご覧下さい。その要約を以下に示す。 

古市 公威（ふるいち こうい、1854 年 9 月 4 日 - 1934 年 1 月 28 日）は、姫路藩士・

古市孝の長男として江戸の藩屋敷で生まれた。1869 年に旧幕府の開成所を復興し開校した

開成学校に入学し、1870 年には姫路藩の貢進生として大学南校（旧開成学校）へ進学した。

1873 年には開成学校に設置された諸芸学科へ進学。1875 年、諸芸学修行のため文部省最

初の留学生として欧米諸国へ派遣されることとなった。1879 年 8 月、フランスの中央工業

大学（エコール・サントラル）を卒業して工学士の学位を受領、同年にはパリ大学理学部

に入学、1880 年には同校を卒業して理学士の学位を受領している。 

1880 年に帰国して、古市は内務省土木局のトップとして全国の河川治水、港湾の修築の

みならず、日本近代土木行政の骨格を作るとともに、大学教官の二足の草鞋をはいた。帝

国大学工科大学初代学長（1886 年、32 才）、東京仏学校（法政大学の前身の一つ）初代

校長、土木学会初代会長、日本工学会理事長（会長）、理化学研究所第 2 代所長（1917-

1921）、東京帝国大学名誉教授として日本近代工学ならびに土木工学の制度を創った。彼

の代表的な功績として、横浜港の建設がある。1905 年、横浜港に日本最初の大般の繋船壁

が完成したが、その設計を担当したのは古市だった。工学博士。男爵。 

東京大学の本郷キャンパスには、古市先生の大きな銅像がある。この銅像の詳細

は、３）のサイト/pをご覧下さい。勿論、東大の古市像は「ヒロ男爵のＨＰ」の

「日本の銅像のギャラリー」欄に収録されている。理研の古市像は、東大の古市像

よりずっと小さいが、形状は酷似している。多分、理研の像は東大の像を作る上で

のミニチュアではないだろうか。４）のサイト/lによれば、文京区本郷にある古市

先生の旧宅（登録有形文化財）にも、古市先生の小さい銅像が保存されている。この

像の写真は不鮮明ではあるが、理研の像と良く似ている。小さい銅像の方は、両方

とも、「ヒロ男爵のＨＰ」には収録されていない。 

「５）のサイト」によれば、銅像寄贈者の池田庸之助先生（1917.7.31-2009.4.5）

は、理研におけるストレプトマイシン国産化のリーダー。ストレプトマイシンは、

1947 年当時、米国ですでに工業化されており、GHQ が日本の結核対策として国産化

を推進していた。仁科、藪田の両研究室は、共同研究を開始してまもなく、1948 年

11 月には 200 リットルのタンクでの工業化試験に入る準備を整え、東大の朝井勇宣

研究室の生産菌を利用した。本事業のリーダーは藪田研究室の池田庸之助研究員で、

池田先生は後に東大応用微生物研究所教授になられ、理研主任研究員を兼任（1964-

1972）されていた。私は「池田先生が専門違いの古市先生の銅像を、なぜ理研に寄

贈されたのか」その理由を知らない。 

 

（６）３代所長・大河内正敏先生の経歴と銅像 

大河内先生の経歴は、前回の記事/fで、ウィキペディアより要約したが、本稿で

も同じ内容を以下に記載する。 
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。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB
http://www.ut-life.net/guide/tour/statue-hongo/koui.php
http://wajimanokaien.blog.fc2.com/blog-entry-200.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-36.pdf
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
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 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、理研の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」に詳しく紹介されている。前回の記事/fで、私

は「大河内先生の銅像は新潟県柏崎市の株式会社と東京理科大学の近代科学資料館

にある」ことを紹介した。これらの銅像は、「ヒロ男爵のＨＰ」の「日本の銅像の

ギャラリー」には収録されていない。 

理研和光地区で展示されていた２体の大河内先生像は、上記の柏崎像とも理科大

像とも形状が異なっている。また、これまでにネット上の記事で全く取り上げられ

ていない。勿論、「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。そう言う意味で、これら２体の大河内先生像は正真正銘の「バージン銅

像」であると考えることが出来る。 

 

（６）坂口先生の経歴と銅像 

私（林）が帰宅して、坂口先生の経歴をネットで調べると、坂口先生も偉大な先

生であることが分かった。ウィキペディアと上越市のＨＰ（６）のサイト/l）に、

坂口先生の経歴が詳しく記載されているので、興味のある方はご覧下さい。その要

約を以下に示す。 
 坂口 謹一郎（さかぐち きんいちろう、1897 年 11 月 17 日 - 1994 年 12 月 9 日）は、

新潟県上越市頸城区（旧・頚城村）の庄屋の家系に生まれた。日本の農芸化学者。発酵、

醸造に関する研究では世界的権威の一人で、「酒の博士」として知られた。東京大学応用

微生物研究所初代所長（*）および同大学教授（1939-1958）、理化学研究所副理事長

（**）。日本学士院会員。文化勲章（1967 年）愛称は「坂謹（さかきん）」。 

（*）７）のサイト/によれば、坂口先生の在任は 1953.8.1 から 1957.7.31 まで。なお、

池田庸之助先生は応用微生物研究所の９代と 11 代の所長を務めた。 

（**）坂口先生は理研の主任研究員も兼務されていた。８）のサイト/によれば、坂口先

生の副理事長在任は 1959 年 12 月から 1962 年 5 月まで。 
 坂口記念館（さかぐちきねんかん）は、新潟県上越市頸城区にある、日本酒に関する展

示施設。近代の酒作りに貢献した微生物学者・農学博士坂口謹一郎の業績を主に、頸城地

方の酒作りについて紹介するための施設である。 

上越市の坂口記念館には坂口先生の胸像がある。ここの胸像は、「ヒロ男爵のＨ

Ｐ」に収録されている。しかし、場所が「妙高市」と書かれているが、「上越市」

の間違いである。「ヒロ男爵のＨＰ」にはこの種の間違いが他にもあったので、盲

信してはいけない。理研の坂口像は上越像とは形状が違い、未だネット記事はなく、

「ヒロ男爵のＨＰ」にも収録されていないので、この胸像も正真正銘の「バージン

銅像」であると考えることが出来る。 

 

 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-36.pdf
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/kubiki-sw.html
http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/about/history/
http://www.riken.jp/about/history/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92
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（７）ハナミズキの花 

 理研の構内にハナミズキが咲いていたので、その写真を図９に示す。花期は 4月

下旬から 5月上旬で、白色や薄いピンク色の花をつける。但し、花弁のように見え

るのは総苞で、中心の塊が花序である。ハナミズキに似た花に、ヤマボウシがある。

見分け方は、前者の総苞は丸みを帯びているが、後者の総苞は先が尖っている。 

 
 

 
図９．理研構内に咲いていたハナミズキ 
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