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第 164回 東京都の早川徳次像と藤澤義雄像 

               筆者：林 久治（記載：2021年９月４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る。私は 6月 28日に最近建立されたばかりの

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。京都市壬生寺の近藤勇像の探索記を162回の記事/fに、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を163回の記事/fに記載した。銀座駅

の早川徳次像は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。一方、葛西駅にも早川像が設置されているが、１）のサイト/に収録されて

いない。８月下旬は残暑が未だ厳しく、武漢肺炎の感染者数も多かったので、私は

自宅で自粛していた。9月 1日には急に涼しくなり感染者も少し減ったので、これ

らの早川像を探索し、本稿にその探索記を記載した。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。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-161.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-163.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）地下鉄銀座駅の早川徳次像 

 銀座駅の早川徳次像は有名で、ネット記事も多い。先ず、早川徳次氏の業績であ

るが、「地下鉄の父」と「シャープの創業者」との二つの呼び名がある。当初、私

は「彼は地下鉄とシャープの両社を起業した」と思っていた。しかし、早川像を調

査する過程で、「①地下鉄の早川氏」と「②シャープの早川氏」が別人であること

が判明した。ウィキペディアより、「①地下鉄の早川氏」の略歴を以下に示す。 

早川 徳次（はやかわ・のりつぐ、1881年 10月 15 日 - 1942 年 11月 29日） 

彼は戦前日本の実業家。東京地下鉄道（後、帝都高速度交通営団→東京地下鉄）の創立者

で、日本に地下鉄を紹介・導入したことから、「（日本の）地下鉄の父」と呼ばれる。山梨

県東八代郡御代咲村（現在の笛吹市）に生まれる。父の常富は御代咲村長を務めた人物で三

女四男をもうけ、彼はその末子である。旧制甲府中学（現在の山梨県立甲府第一高等学校）

を経て第六高等学校（現在の岡山大学）に入学するも、2年の時に病気になり中退を余儀な

くされた。その後、上京して早稲田大学に入学する。父や兄と同じように政治家を志し、在

学中に後藤新平の書生となった。 

1908 年に早稲田大学を卒業すると、後藤が総裁を務める南満州鉄道（満鉄）に入社した。

後藤が逓信大臣と鉄道院総裁に就任すると満鉄を辞職し、鉄道院に入局する。早川は妻の叔

父である望月小太郎から東武鉄道の二代目社長にもなった同郷の根津嘉一郎を紹介される。

早川が鉄道と本格的に関わるようになるのは郷里の先輩である根津に見出されてからである。

根津が株を取得していた佐野鉄道（現在の東武佐野線）は苦しい経営状態が続いていたが、

1911 年に根津から見込まれ、依頼されて同社に赴任した早川は見事にその経営再建に成功

した。続いて 1912 年に、沿線開発が進まず予想より輸送量が低迷したことや、高コスト体

質が元で赤字経営が続いていた高野登山鉄道（現在の南海高野線）も根津から任せられると、

早川はこの会社も 2年半ほどで立て直し、期待に応えた。これらによって根津の右腕となり

辣腕を振るった。 

早川は 1914 年に国際事情視察の為、欧州を訪問し、イギリスのロンドンにおいて地下鉄

が発達しているのを目の当たりにし、これからは東京にも地下鉄が必要だと考えるようにな

る。初めは公共交通として鉄道省や自治体に建設を働きかけたものの、早川の先見性は理解

されなかった。東京の軟弱な地盤の地下に構造物を建設することについて、技術的・資金的

に無理だと判断されたことや、事業として成り立つか不透明であったことが要因だった。や

むを得ず私営での建設を決意し働きかけるも、同様に理解はほとんど得られなかったが、数

少ない理解者に後藤新平や、大隈重信ら早稲田系の人脈、渋沢栄一がいる。早川は東京市橋

梁課の地層図を取得し、東京の軟弱な地盤は地表から 210メートルから 240 メートル程度に

過ぎず、その下には固い地層があることを確証する。また、早川は豆を使った交通量調査を

行い、その結果から事業として十分成り立つことなどを説得材料に、苦労を重ね少しずつ賛

同者を募り投資家や金融機関への粘り強い説得を行った。 

1919年 11 月 17日にはついに鉄道院から地下鉄道免許を「東京軽便地下鉄道」として取

得し、1920 年 8月 29日に東京地下鉄道株式会社を設立する。社長には工学博士の古市公威

が就任し、取締役には根津も名を連ね、早川は常務取締役に就いた。1924 年には野村龍太

郎が二代社長となり、早川は専務取締役になっている。1923 年に発生した関東大震災の影

響も受け、建設工事も難工事の連続で何度も事故が起きたりするなど数々の困難を乗り越え、

1927 年 12月 30日に浅草駅から上野駅まで開業させた。現在の東京メトロ銀座線の同区間

である。東京地下鉄道は 1932年から根津嘉一郎が 3代社長に就任し、1940 年には早川自身

が 4代社長となる。 

本稿の最後に、「②シャープの早川氏」の略歴を記載する。本稿は、①の早川氏

の銅像探索記である。②の早川氏の銅像探索も、出来る限り早期に行う予定である。 
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 私は、先ず銀座駅の早川像を探索した。地下鉄銀座駅は３本の路線が乗り入れて

おり、大変広い。そこで、探索前に本像の位置をネットで調査した。２）のサイト

/6に、本像の設置場所が図１上のように紹介されている。そこは、日比谷線銀座駅

の上のコンコースの B7・B８出入口付近である。なお、早川氏や銀座駅の早川像の

紹介は、２）のサイト/6や３）のサイト/lが優れている。 

 

 

 

図１．上：地下鉄銀座駅の早川徳次像の設置場所（本図の現在地） 本図は、２）

のサイト/6より借用。下：銀座駅に設置された早川像。 

 

https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/H/hayakawa_t.html
https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
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 銀座駅に設置された早川像の写真を図１下に示す。以前の本像周辺は暗かったの

で、本像の所在が分かり難かったが、今回は照明が眩しくなり、本像は直ぐに分か

った。３）のサイト/lと４）のサイト/lによれば、「本像は 1941 年 5月に地下鉄新

橋駅構内に建立されたが、1977年に地下鉄開通 50周年に際し、現在の場所である

地下鉄銀座駅（プロムナード中央）に移動された」そうである。 

  

図２．左：銀座駅に設置された早川像、右：台座正面の銘文。 

 

 図２左に銀座駅に設置された早川像を、図２右に台座正面の銘文を示す。台座の

銘文には、次のように書かれていた。 

社長早川徳次像 

夙ニ帝都ヲ立體的近代都市タラシムルノ計画ヲ樹テ 東京地下鐵道株式會社ヲ創立シ 未曾

有ノ難事業ヲ完成セリ 洵ニ是レ我國交通史上ニ一新紀元を劃ヌルモノ 天下萬人之ニ依ツ

テ享クル利便頗ル大ナリ 其ノ功績畏クモ 天聴ニ達シ皇紀二千六百年記念式典ニ際シ緑綬

褒章賜フ 茲ニ同志相謀リ壽像ヲ建立シテ永ク後世ニ傳フト爾云 

昭和 16年 5月 重役株主社員一同 

 次ページの図３に、本像横に設置された案内文を示す。それには、次のように書

かれていた。 

地下鉄の父 早川徳次像（1881～1942） 朝倉文夫作 

氏は明治 14 年山梨県に生まれ帝都高速度交通営団の前身である東京地下鉄株式会社を創立、

幾多の困難を克服。昭和 2年 12月 30日アジアで最初の地下鉄浅草～上野間(2.2キロ)を開

業させ、引き続きて銀座へ新橋へとレールを伸ばし、今日に見る地下鉄時代の礎を築きまし

た。 

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/H/hayakawa_t.html
https://metroarchive.jp/pic_year/year1970/box09-082.html
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 以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

早川徳次胸像 

設置場所：東京都中央区区地下鉄銀座駅 日比谷線上のコンコース中央 

設置時期：1941年、地下鉄新橋駅構内に建立。1977 年、地下鉄開通 50周年記念行事のひと

つとして、銀座駅に移転。 

制作者：朝倉文夫 

設置経緯：「地下鉄の父」と呼ばれる早川徳次氏（はやかわ・のりつぐ、1881 年 10月 15

日 - 1942年 11月 29日）は山梨県に生まれ、早大卒業後、郷里の先輩である根津嘉一郎の

下で鉄道事業に従事。帝都高速度交通営団の前身である東京地下鉄株式会社を創立、幾多の

困難を克服。1927 年 12月 30日アジアで最初の地下鉄浅草～上野間(2.2 キロ)を開業させ、

引き続きて銀座へ新橋へとレールを伸ばし、今日に見る地下鉄時代の礎を築きました。 

 

（３）江戸川区地下鉄博物館の早川徳次像 

 上記の銀座駅の早川像と同じ像が、地下鉄博物館にも設置されている。こちらの

像は１）のサイト/に収録されていないので、今回は本館にも探索に行った。ウィキ

ペディアによれば、本館の概要は次の通りである。 

本館は、江戸川区の東京メトロ東西線葛西駅横の高架下に、1986年（昭和 61 年）7月 12 日

に開館、阪神・淡路大震災後に耐震補強工事が行われ、2003 年 6月 1 日にリニューアルオ

ープン。 

図３．本像横に設置された

案内文 

https://douzou.guidebook.jp/
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 地下鉄博物館は葛西駅の東横にあるので、その周辺地図は省略する。本館の紹介

は５）のサイト/gが優れている。図４上に地下鉄博物館の入口を示す。図４下には、

本館の入口から見た館内風景を示す。一番奥に一基の銅像があった。これが、目指

す早川像であろう。 

 

 

図４．上：地下鉄博物館の入口、下：博物館入口から見た管内風景。 

http://mislead.jp/wp-content/uploads/image.php?aid=7212&img_url=2018/03/06.jpg
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図５．左：早川徳次像、右：早川徳次の紹介文 

 

 図５左には早川徳次氏の胸像を、図５右には早川徳次の紹介文を示す。紹介文に

は次のように書かれていた。 

東京地下鉄道と創設者（地下鉄の父） 早川徳次（はやかわ・のりつぐ） 

1914（大正 3）年、早川徳次は欧米の「鉄道と港湾」の調査研究のため。ロンドンを訪れま

した。網の目のように発達する地下鉄網を目の当たりにし、これからの東京の発展には地下

鉄が不可欠だと考え、欧米各地の地下鉄を調査研究し、２年後に帰国します。自ら地質・湧

水量をはじめ、上野や銀座の交差点に立ち交通量の調査を行い、反対者や競争相手が現れる

中、協力者や資金を集め、東京地下鉄道株式会社を創設しました。そして 1927（昭和 2）年、

日本最初の地下鉄を上野－浅草間（2.2km）に開通させ、彼の夢は実を結びました。 

 

図６．早川像の台座裏に貼られたラベル 
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 本像の周辺には、本像の制作者や設置時期は記載されていなかった。ただ、本像

は銀座駅の早川像と同型なので、朝倉文夫作であることは明白である。本館での早

川像の設置時期は不明であるが、本像の台座裏には図６のようなラベルが貼ってあ

った。本票より、本像の設置時期は 2012 年７月 12日なのかも知れない。 

以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

早川徳次氏胸像 

設置場所：東京都江戸川区地下鉄葛西駅隣接 地下鉄博物館 

設置時期：不明（2017年 7月 11日の設置らしい） 

制作者：朝倉文夫（銀座駅の早川像と同型） 

設置経緯：早川徳次（はやかわ・のりつぐ、1881 年 10月 15 日 - 1942年 11月 29 日）は山

梨県出身で、早大卒業後、郷里の先輩である根津嘉一郎の下で鉄道事業に従事。1914（大正

3）年、早川徳次は欧米の「鉄道と港湾」の調査研究のため。ロンドンを訪れました。網の

目のように発達する地下鉄網を目の当たりにし、これからの東京の発展には地下鉄が不可欠

だと考え、欧米各地の地下鉄を調査研究し、２年後に帰国します。自ら地質・湧水量をはじ

め、上野や銀座の交差点に立ち交通量の調査を行い、反対者や競争相手が現れる中、協力者

や資金を集め、東京地下鉄道株式会社を創設しました。そして 1927（昭和 2）年、日本最初

の地下鉄を上野－浅草間（2.2km）に開通させ、彼の夢は実を結びました。なお、シャープ

創業者の早川徳次（はやかわ・とくじ）は別人。 

 

（４）江戸川区の藤澤義雄像 

 １）のサイト/には、葛西駅の隣の西葛西駅近くにあるパン科学会館（江戸川区西

葛西 6-19-6）に藤澤義雄像があることが記載されている。しかし、本像の基本情報

が記載されていないので、地下鉄博物館の探索のついでに、本会館にも立ち寄って

見た次第である。西葛西駅の周辺地図を図７に示す。 

 

 

 

 パン科学会館の１階玄関ホールには、１基の胸像が設置されていた。その写真を

図８上に示す。 

（本文は、10ページに続く。） 

 

図７． 

西葛西駅の周辺地図 

本図は６）のサイト/よ

り借用、（＋）の地点が

パン科学会館。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51015/13123/99413917_ipcbl/


 

9 

 

 

 

図８．上：パン科学会館の１階玄関ホール、下左：藤澤義雄氏像、下右：本像背面。 
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 本像の写真を図８下左に示す。本像の台座には「創立者理事長 藤澤義雄」と書

かれた題字が貼られていた。本像の背面には、図８下右に示すような制作者のサイ

ンが彫られていた。また、本像の台座には図９で示すような「趣意書」が貼られて

いた。 

 

図９．本像台座に貼られた趣意書 

 

 本趣意書には、次のように書かれていた。 

趣意書 

藤澤理事長は終始一貫食生活改善の為その一生を捧げられ特に戦後の食糧事情を明察し今後

の我国食料政策の一環としてパン食を主体とする食生活の推進を計り製パン技術の育成とそ

の研究に力を注ぐべき事を決意してパン技術研究所の設立に尽力されました。その功績に対

して日展会員名古屋芸術大学教授松田喜三郎先生のお手を煩わし記念として氏の胸像を社団

法人日本パン技術研究所により建立し永くその功績を讃えるのであります。 昭和六十三年

九月吉日 

 本像の周辺には、以上の資料しか展示されていなかった。私の予備調査では、藤

澤氏の経歴（生年、没年、出身地など）はネット上では存在しなかった。そこで、

私は本会館の３階にある本研究所の部屋に入って、そこに居た中年の研究員らしき

人物に「藤澤先生の経歴」を質問してみた。彼は「私は知らない」と答えて、「ち

ょっと聞いて来ます」と言って部屋を出て行った。暫くして、彼が帰って来て「や

はり分かりませんでした」と答えた。銅像となった本研究所の創立者である藤澤氏

の経歴を、現在の職員が誰も知らないとは、全く呆れた事である。 
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 なお、本像の制作者である松田喜三郎先生の略歴は、７）のサイト/lに次のよう

に書かれている。 

松田喜三郎さん（１９１７～１９９６年）は、茨城県桜川村（現稲敷市）出身で、昭和３６

年（１９６１年）第４回の日展で特選に選ばれた彫刻家です。また、後進の指導にもあたり

名古屋芸術大学名誉教授でもあった人物のようです。 

 前記のように、藤澤氏の経歴はネット上では発見出来なかったが、氏に関する記

事は少し残っているので、それらを以下に紹介する。 

８）のサイト/l：株式会社フジサワ・マルゼンの沿革 

昭和２年、藤澤鉄工所として創業。製パン製菓機械の製造を開始する。平成３年、株式会社

フジサワと社名を変更。平成 15年株式会社マルゼン 100%出資の子会社として、株式会社フ

ジサワ・マルゼンを設立。株式会社フジサワより営業譲渡を受け、主に製パン製菓機械の製

造販売を開始。 

９）のサイト/5：阿久津正蔵氏 

阿久津 正蔵（1900 - 1988）は、日本の陸軍軍人。太平洋戦争の終戦により帰国すると、現

役将校であったために公職追放を受ける。しかし阿久津が陸軍時代に研究した製パンの知識

がパン業界に受け入れられ、間もなく日本パン技術協会会長就任。1951年には藤澤義雄、

柴田米作らとともに、日本向けの製パン技術「ファシー式製パン法」を考案し普及に努めた。 

10)のサイト/f：製パン技術 

ファッー式というのは藤沢製作所社長の藤沢義雄氏と阿久津正蔵氏と柴田米作氏が考案 

11）のサイト/：2015/10/26, 日本食糧新聞 

日本パン技術研究所の前身である日本パン技術指導所は、1949年に、藤沢製作所の故藤沢

義雄氏が私財を投じて大阪市浦江（当時）に設立した。同年第 1期コースが開催された「製

パン技術教育コース（本科 100日間）」は、1万 3543 人の卒業生を輩出し、製パンおよび

製パン関連産業の中核を担う人材を送りだしてきた。教育事業からスタートした同研究所だ

が、製パン産業の環境変化の中で、製パンに関する研究事業や食品安全、衛生管理改善に寄

与する AIB フードセーフティ事業を加えるなど機能を拡充し、製パン産業にとどまらず広く

食品産業の発展に寄与する体制を整える。 

12）のサイト/4：ベーカリーグラフ 3号 昭和 31年 6月号 

藤澤義雄氏欧米旅行特集号、藤澤製作所研究部、昭和 31 年 

13）のサイト/l：パンの歴史 

An approach to breads / [藤澤義雄編]. -- 藤澤製作所, 1962.12 序. 

14）のサイト/1：国立国会図書館デジタルコレクション 

Pain = パン : (一社)日本パン技術研究所の製パン情報誌 : パンを作る人、パンを楽しむ

人のための情報誌.1979年 26(1)(301) 

1979 年を迎えて/p8～15、日本政府の食糧政策は誰のためのもの / 藤澤義雄/p8～8 

15）のサイト/：パンニュース 第 2434号 2008年 3月 25日 

パンニュースで振り返るパン業界の歩み～パンニュース創刊 60 年を迎えて～、先達の言葉、

藤沢製作所/藤沢義雄氏 

16）のサイト/l：株式会社フジサワ・マルゼン 

そもそも日本パン技術研究所は、フジサワ・マルゼンの前身である藤沢製作所の藤沢社長が、

「日本パン技術指導所」として 1947 年（昭和 22年）、大阪に設立。当時、第 2次世界大戦

https://ameblo.jp/sougousenryaku/entry-12572814003.html
http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_03.html
https://www.wikiwand.com/ja/%E9%98%BF%E4%B9%85%E6%B4%A5%E6%AD%A3%E8%94%B5
https://www.panstory.jp/pdf/hen8_2.pdf
https://newspicks.com/news/1220233/body/
https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=194785974
http://lib.yg.kobe-wu.ac.jp/suisentosho16.html
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3321008?tocOpened=1
http://www.pannews.co.jp/pannews20080325-2/
http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_01.html
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後の食糧難時代でありましたが、藤沢社長は、「こんなパンをつくっていては、日本のパン

が滅びまっせ、一日も早ようパン技術を復活せにゃあかん・・・」と私財を提供し、このパ

ン学校を設立したそうです。 

以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

藤澤義雄氏胸像 

設置場所：東京都江戸川区西葛西 6-19-6 パン科学会館１階ロビー 

設置時期：1988年 9月 

制作者：松田喜三郎（1917-1996、日展会員名古屋芸術大学教授） 

藤澤義雄氏略歴：現在では、藤澤氏の経歴（生年、没年、出身地など）は不明である。1927

年創業の藤澤鉄工所は製パン製菓機械の製造を開始した。1947 年、藤沢製作所の藤沢社長

は「日本パン技術指導所」を大阪に設立、これが社団法人日本パン技術研究所の前身である。

藤沢社長は、「こんなパンをつくっていては、日本のパンが滅びまっせ、一日も早ようパン

技術を復活せにゃあかん・・・」と私財を提供し、このパン学校を設立したそうです。 

設置経緯：（本像の趣意書より） 

藤澤理事長は終始一貫食生活改善の為その一生を捧げられ特に戦後の食糧事情を明察し今後

の我国食料政策の一環としてパン食を主体とする食生活の推進を計り製パン技術の育成とそ

の研究に力を注ぐべき事を決意してパン技術研究所の設立に尽力されました。その功績に対

して日展会員名古屋芸術大学教授松田喜三郎先生のお手を煩わし記念として氏の胸像を社団

法人日本パン技術研究所により建立し永くその功績を讃えるのであります。 昭和六十三年

九月吉日 

 

 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196 

３）のサイト：

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/H/hayakawa_t.html 

４）のサイト：https://metroarchive.jp/pic_year/year1970/box09-082.html 

５）のサイト：http://mislead.jp/wp-

content/uploads/image.php?aid=7212&img_url=2018/03/06.jpg 

６）のサイト：

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51015/13123/99413917_ipcbl/ 

７）のサイト：https://ameblo.jp/sougousenryaku/entry-12572814003.html 

８）のサイト：http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_03.html 

９）のサイト：

https://www.wikiwand.com/ja/%E9%98%BF%E4%B9%85%E6%B4%A5%E6%AD%A3%E8%94%B5 

10）のサイト：https://www.panstory.jp/pdf/hen8_2.pdf 

11）のサイト：https://newspicks.com/news/1220233/body/ 

https://douzou.guidebook.jp/
https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2196
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/H/hayakawa_t.html
https://metroarchive.jp/pic_year/year1970/box09-082.html
http://mislead.jp/wp-content/uploads/image.php?aid=7212&img_url=2018/03/06.jpg
http://mislead.jp/wp-content/uploads/image.php?aid=7212&img_url=2018/03/06.jpg
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51015/13123/99413917_ipcbl/
https://ameblo.jp/sougousenryaku/entry-12572814003.html
http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_03.html
https://www.wikiwand.com/ja/%E9%98%BF%E4%B9%85%E6%B4%A5%E6%AD%A3%E8%94%B5
https://www.panstory.jp/pdf/hen8_2.pdf
https://newspicks.com/news/1220233/body/
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12）のサイト：

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=194785974 

13）のサイト：http://lib.yg.kobe-wu.ac.jp/suisentosho16.html 

14）のサイト：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3321008?tocOpened=1 

15）のサイト：http://www.pannews.co.jp/pannews20080325-2/ 

16）のサイト：http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_01.html 

 

 

ウィキペディアによれば、「シャープの早川徳次氏」の略歴は次の通りである。 

早川 徳次（はやかわ・とくじ、1893 年 11月 3日 - 1980年 6月 24日） 

彼は日本の実業家・発明家。総合家電メーカーシャープ創業者。シャープペンシルやバッ

クル「徳尾錠」の発明で知られる。東京市日本橋区久松町 42番地（現・東京都中央区日本

橋久松町）でちゃぶ台製造販売業の早川政吉、花子の三男として生まれる。大正三美人とし

て知られる江木欣々は異父姉。徳次が生まれた頃、早川家は副業のミシン縫製業で繁盛して

いたが、仕事の無理が祟って花子が胸を患ったため、早川家に出入りしていた肥料屋の出野

家へ預けられ、生後 1年 11か月で正式に出野家の養子となる。 

2年後の 1897 年に養母が急逝し、出野家は後妻を迎えるが、徳次は継養母から厳しく当

たられ、食事も満足に与えられない過酷な幼少期を過ごした。尋常小学校へ進学するが 2年

で中退させられ、朝から深夜までマッチ箱張りの内職を手伝わされる日々が続いた。この状

況を不憫に思った近所の盲目の女性・井上せいの世話で、本所区本所北二葉町 2番地（現・

墨田区石原）の錺屋（かざりや：金属細工業）職人・坂田芳松の店で丁稚奉公することにな

り、1901年 9月 15日に出野家を後にした。奉公先では、仕事に厳しいが情に厚い主人から

金属加工に関する技術を身に着けていった。 

1909年 4月 15日、7年 7 か月の年季奉公を勤め上げ、その後、1年間のお礼奉公を終え

て、徳次は一人前の錺職人となった。1912年、ベルトに穴を開けずに使えるバックル「徳

尾錠」を考案し、33グロス（4,752個）の大量受注を機に独立する。1912 年 9月 15 日、本

所区松井町 1丁目 30 番地（現・江東区新大橋）の民家を借り、開業資金 50 円（うち 40円

は借金）、従業員 2名の金属加工業を開業した。寝る間も惜しんで働き、翌月には借りた

40円を返済した。1913年には、新たに水道自在器（蛇口：5号巻島式水道自在器）を発明

して特許を取得し、こちらも大ヒットした。また独立と前後して、自分が出野家に養子に入

ったこと、実の両親が既に死亡していることを知り、生き別れの兄姉と再会する。兄の政治

（まさはる）と一緒に仕事をするようになり、徳次が製品開発、政治が販売を主に担当した。 

政治が扱っていた雑貨から、徳次は金属文具に着目して万年筆の付属金具のクリップや金

輪の製造を手掛けるようになった。取引先も拡大し、そのうちの 1社「プラム製作所」の中

田清三郎から依頼された繰出鉛筆（後のシャープペンシル）の内部部品製造が大きな転機と

なった。徳次以前からシャープペンシルの原型は存在したが、セルロイド製で非常に壊れや

すい代物だった。徳次は創意工夫して、内部に真鍮の一枚板の部品を使用、外装もニッケル

メッキを施した金属軸とすることで実用性と装飾性の高い製品を完成させた。 

1923年 9月 1日に関東大震災が発生。妻・文子と 2人の子供を岩崎別邸（現・清澄庭

園）へ避難させたが、2人の子供は死亡、文子も重傷を負い、工場も焼け落ちてしまう。焼

け残った機械類には油を引き、錆止めを行って設備を保全した。罹災した従業員 70名と被

害を免れた亀戸の長屋で生活し、事業復興のため奔走していたが、重傷の妻を亡くし、関東

地区で販売を委託していた日本文具製造（後のプラトン文具：1954年廃業）から、特約販

売の解消及び「特約契約金 1万円と融資金 1万円の計 2万円」の即時返済を迫られた。兄と

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=194785974
http://lib.yg.kobe-wu.ac.jp/suisentosho16.html
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3321008?tocOpened=1
http://www.pannews.co.jp/pannews20080325-2/
http://www.maruzen-kitchen.co.jp/fujisawa/about/about_01.html
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相談した徳次は、早川兄弟商会を解散して事業を全て日本文具製造に譲渡することを決意す

る。同年 11月、大阪市浪速区の日本文具製造本社を訪れ、同社社長の中山豊三と親会社・

中山太陽堂（現・クラブコスメチックス）社長の中山太一兄弟に面会し、早川兄弟商会が所

有する機械類（2万 2000 円相当）を日本文具製造へ譲渡し、徳次名義の 48種類のシャープ

ペンシル関連特許を無償で使用させること、日本文具製造は買掛金 9,000円を支払い、事業

継承のために早川兄弟商会の主な技術者を雇い、技術移転のため徳次本人も技師長として 6

か月雇うこと、等で合意した。 

1923年 12 月に大阪へと移り、14人の従業員と共に技術指導を行う。1924 年 8月、契約

を満了して日本文具製造を退社する。徳次は大阪で再起を図ることを決意し、関東大震災か

ら 1年後の 1924年 9月 1日、大阪府東成郡田辺町大字猿山 25番田（現・大阪市阿倍野区長

池町、2016 年 6月 30日までのシャープ本社所在地）に「早川金属工業研究所」を設立。当

初は万年筆の付属金具の製造販売を行っていたが、徳次は新規事業を模索し、海外で実用化

されていたラジオに興味を持った。大阪の心斎橋にある縁戚の石原時計店を訪ねると、アメ

リカから輸入された鉱石ラジオ 2台が届いたところで、そのうち 1台を 7円 50銭で購入。

持ち帰ったラジオを従業員と分解（リバースエンジニアリング）して研究を始めた。ラジオ

や電気に関する知識を誰も持ち合わせていなかったが、部品を忠実に模倣して再現すること

に成功。1925 年 4月に国産第 1号機の鉱石ラジオ受信機の開発に成功する。同年 6月 1日

に始まった社団法人大阪放送局（JOBK：現在の NHK 大阪放送局）の仮放送では明瞭な音声が

聞こえ、全員で抱き合って喜んだという。このラジオ放送開始を機に鉱石ラジオの市販を開

始。外国製品の半額以下の 3円 50銭で販売した商品は、爆発的に売れ、ラジオにまもなく

“シャープ”というブランド名を付ける。1929年には遠距離でも受信可能な交流式真空管

ラジオを発売した。 

以上のように、徳次は素人ながら国産第一号の電気製品（テレビ、電子レンジ、卓上計算

機など）を次々に開発し、「日本のエジソン」とよばれ、「総合家電メーカーシャープ」を

創業した。 

 なお、早川氏の生涯は、次の記事で詳しく紹介されている。 

写真と音でつづる 創業者「早川徳次物語」

https://corporate.jp.sharp/info/history/voice/ 

 

https://corporate.jp.sharp/info/history/voice/

