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第 174回 大阪の早川徳次像と石坂泰三像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年 11 月 15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。東京五輪―パラの開催期間には、東京都の感染者数は 4-5千人/日と

なったが、閉会すると二千人以下に収まっている。やはり、五輪の影響が絶大だっ

たのは明白である。 

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、 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。こ

の時期は、武漢肺炎は猖獗を極めていたので、外出を出来る限り自粛していた。そ

れでも、京都市壬生寺の近藤勇像や大阪市中央区のハラタマ像などを探索し、162

回の記事/fと 163回の記事/fとにそれらの探索記を記載した。 

10月 10日以来、東京都での患者数は 100人/日以下になり、10 月 28日以来は 11

月 9日まで 30人/日以下を保っている。このような急激な減少は好ましいが、原因

を解明して今後のリバウンドに備えなえればならない。このような感染状況を考慮

して、私と家内は 10 月 31日から 11月 9日まで大阪に滞在した。私はこの機会を利

用して、銅像探索を出来る限り決行した。前回の記事/fでは、奈良市の銅像探索の

探索記を記載した。 

大阪滞在中は水泳が出来なかったので、体重が 1kg位増加することを覚悟してい

た。ところが、帰京して体重を計ると逆に 1kg減少しており、2kg 得した気分であ

る。大阪では、銅像探索や孫達とあちらこちら歩いたことがよかったのでせう。ち

なみに、奈良での歩数は 14717歩であった。今回は、大阪での早川徳次像と石坂泰

三像の探索記を記載する。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）二人の早川徳次氏 

 私は、本年の 9月 1日に、江戸川区地下鉄博物館の早川徳次像を探索し、その探

索記を 164回の記事/fに記載した。この記事を書いた時、私は「有名な早川徳次氏

が二人いた」ことを発見した。早川徳次氏には「地下鉄の父」と「シャープの創業

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-163.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-173.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-164.pdf
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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。①の方は「のりつぐ氏」で、

②の方は「とくじ氏」である。 

 164回の記事/fでは「のりつぐ氏」を紹介したが、本稿では「とくじ氏」を紹介

しよう。前回、シャープの早川氏の銅像を調査した結果、次のことが判明した。 

２）のサイト/：経営再建中のシャープは、大正時代から大阪市阿倍野区に構えてきた本

社を 2016年７月１日、堺市へ移転する。これに先立ち、本社玄関に設置していた創業者、

故早川徳次氏の等身大の銅像を新本社へ移した。 

３）のサイト/l：本サイトに新本社の住所（大阪府堺市堺区匠町 1番地）と地図が記載さ

れていた。 

大阪市中に早川像があれば、探索は容易であった。しかし、堺市の工場に移設さ

れたので、探索は少し面倒になった。その他の場所に早川像があるかどうかを調査

してみると、４）のサイト/に次のような記事を発見した。育徳園保育所は、1952年 5

月にテレビの特許契約のために渡米した際、米国の社会福祉に感銘を受けた早川が、片親

だけの子や、共働きの家庭の子どもたちに遊び場、保育の場を作ってあげたいと、帰国後

すぐに設立したものです。仕事で多忙な時期でも、時々訪れ、子どもたちと触れ合ってい

たそうです。育徳園保育所の隣にある育徳コミュニティーセンターには、早川記念ホール

や研修室があり、「いくとく教室」として文化・体育活動が開催されています。またセン

ター内には、早川の色紙や著書、シャープペンシル、そして胸像があります。 

早速、育徳コミュニティーセンターの住所を調べると、「大阪市阿倍野区阪南町 

5-15-28」であることが分かった。ここなら行きやすいし、見学も可能な気がした。

育徳コミュニティーセンターの周辺地図を、図１に示す。 

 

図１． 

育徳コミュニテ

ィーセンターの

周辺地図、 

本図は５）のサ

イト/lより借

用。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-164.pdf
https://www.sankei.com/article/20160625-ZF7A27BNM5PP7GQCF7ZSAA4WHA/
https://corporate.jp.sharp/info/base/map/honsya.html
https://blog.sharp.co.jp/2016/09/16/8817/
http://ivanbaron.visithp.com/j/index_j.html
http://ivanbaron.visithp.com/j/index_j.html
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（３）阿倍野区・育徳コミュニティーセンターの早川徳次像 

シャープの早川像も１）のサイト/に収録されていないので、私は 11月 2日に本

像を探索することとした。私は、地下鉄御堂筋線の西田辺駅で下車し、図１に示さ

れている道順に従って、育徳コミュニティーセンターに到着した。その写真を図２

上に示す。「早川像は２階展示室にある」ことは調査済であったので、本センター

の２階行きの階段を登って、２階の入口に着いた。そこで、建物内部を覗くと、図

２下に示すように１基の胸像が見えた。展示室に人はおらず、照明が点いておらず

暗かったので、「撮影は難儀かな？」と心配であった。（本文は５ページに続く） 

 

 

図２．上：育徳コミュニティーセンター、下：本センターの２階入口。 

https://douzou.guidebook.jp/
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図３． 

上：２階展示室に設置さ

れた胸像、 

下：早川徳次翁胸像 
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向かって左側に受付があったので、そこのオバサンに「早川先生の胸像を撮影し

てもよいか？」とお願いした。撮影の趣旨を説明して、何とか撮影の許可が得られ

た。私が受付で交渉している間に、別のオバサンが胸像の照明を点灯して下さった。

お陰で、撮影が順調に出来た次第である。胸像の写真を図３下に示す。本像台座の

題字には「早川徳次翁 1893-1980」と彫られていた。 

 

 

 

図４．上：台座側面の銘板、下：胸像下の展示品 

 

 本像の台座側面には、図４上に示すような銘板が貼られていた。それには、次の

ように記載されていた。 

早川徳次翁銅像建立協賛団体名 昭和 58年 3月 

■育徳園（理事会・若葉会・PTA・若竹会・職員会） 
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■大阪養護教育振興会 

■育徳剣友会（指導者会・父母の会） 

■少林寺拳法（阿倍野道院・住吉道院） 

 図４下に示すように、胸像下の展示棚には、早川徳次翁自筆の「和楽」の書と、

翁が発明したシャープペンシルや書籍などが展示されていた。なお、本像の背面は

見ることが出来なかったので、制作者の氏名は不明である。 

 シャープの製品は良かったが、南鮮などの後発国の廉価な製品に押されて敗北し

てしまった。図１には、シャープ本社やシャープ田辺ビルの記載が残っている。し

かし、これらの資産は売却され、シャープ本社は堺港にある工場に移転せざるを得

なくなった。その際、育徳園は潰さずに、徳次氏の時代のまま残されたようである

（６）のサイト/を参照）。多分、育徳園は徳次氏が設立した慈善団体で、シャープ

とは別組織になっていたからであろう。 

 私は、164回の記事/fで早川徳次氏の略歴を次のように紹介した。 

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。 

①早川 徳次（はやかわ・とくじ、1893 年 11 月 3 日 - 1980 年 6 月 24 日） 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。  

②2 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。  

③1909 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。 

④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。  

http://www.ikutokuen.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-164.pdf
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⑤1923 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。 

⑥兄と相談した徳次は、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。 

⑦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。 

⑧1925 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」（７）のサイト/）。以上の資料などにより、早川像の概要は

次の通りである。 

早川徳次翁胸像 

設置場所：大阪市阿倍野区阪南町 5-15-28 育徳コミュニティーセンター２階展示室 

制作者：不明 

設置時期：1983年 3 月 9 日 

早川徳次翁銅像建立協賛団体：育徳園（理事会・若葉会・PTA・若竹会・職員会）、大阪養

護教育振興会、育徳剣友会（指導者会・父母の会）、少林寺拳法（阿倍野道院・住吉道

院） 

設置経緯：早川徳次（とくじ、1893-1980）翁は、東京市日本橋区の貧しい家に生まれ、養

子に出された。養家から丁稚奉公に出て、金属加工の技術を習得。「徳尾錠」や「シャー

プペンシル」を発明。「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。育徳園保育所は、1952年 5月にテレビの特許契約のために渡米した際、米国の社会福

https://corporate.jp.sharp/info/history/voice/
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祉に感銘を受けた早川が、片親だけの子や、共働きの家庭の子どもたちに遊び場、保育の

場を作ってあげたいと、帰国後すぐに設立したものです。仕事で多忙な時期でも、時々訪

れ、子どもたちと触れ合っていたそうです。育徳園保育所の隣にある育徳コミュニティー

センターには、早川記念ホールや研修室があり、「いくとく教室」として文化・体育活動

が開催されています。またセンター内には、早川の色紙や著書、シャープペンシル、そし

て胸像があります。 

 

（４）吹田市・万博記念公園の石坂泰三像 

万博記念公園の石坂泰三像は、１）のサイト/の「新・日本の銅像ギャラリー」の

「大阪府三島地域」欄に収録されているが、その詳細は記載されていない。本像は、

「モノレール万博記念公園駅」の駅前広場に設置されているので、私は本園に行く

度によく目にしていた。私は 11 月 3 日に孫達を連れて万博記念公園に遊びに行った。

その際に、ついでに本像も探索した次第である。図５に、万博記念公園駅の周辺地

図を示す。 

 

図５．万博記念公園駅の周辺地図、 本図は、８）のサイト/より借用。 

① ：石坂泰三像 

 

石坂像の写真を次ページの図６左に示す（設置場所は図５の①地点）。図６右上

には、本像の台座正面の題字を示す。それには「石坂泰三翁 芦原 義重書」とある。

ウィキペディアによれば、芦原氏の略歴は次の通りである。 

芦原 義重（あしはら よししげ、1901年 3月 4日 - 2003年 7月 12日）は、昭和期の実業

家。関西電力元社長・会長・名誉会長。関電中興の祖。 

また、台座側面には 10ページの図７に示すような銘板が貼られていた。本像背面

には、図６右下に示すようなシールが貼られていた。銘板には、次のように書かれ

ていた。 

正三位勲一等桐花大綬章 石坂泰三翁 

①  

https://douzou.guidebook.jp/
http://８）のサイトwww.nmb48.com/sayakasonic/
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明治十九年六月三日埼玉県に生まれ 

 昭和五十年三月六日享年八十八歳にて東京都に没す。 

昭和四十年十一月二十五日 財団法人日本万国博覧会協会会長 

昭和四十六年九月一日 日本万国博覧会記念協会会長 

昭和四十八年四月一日 日本万国博覧会記念協会名誉会長 

 設立者 日本万国博覧会記念協会  

     財団法人日本万国博覧会協会役職員有志 

 制作者 高田博厚 

 昭和五十年十月 設立 

ウィキペディアによれば、高田氏の略歴は次の通りである。 

高田 博厚（たかた ひろあつ、1900年 8月 19日 - 1987年 6月 17日）は石川県生まれ、

日本の彫刻家、思想家、文筆家、翻訳家。 

 

 

図６．左：石坂泰三翁の胸像、右上：本像の台座正面の題字、右下：本像背面のシ

ール。 
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図７．台座側面の銘板 

 

以上の資料などにより、石坂像の概要は次の通りである。 

石坂泰三翁胸像 

設置場所：大阪府吹田市千里万博公園 1-1 万博公園中央イベント広場 

制作者：高田 博厚（ひろあつ、1900 - 1987）、石川県生まれ。 

設立時期：1975年 10 月  

設置経緯：石坂 泰三（1886年 6月 3日 - 1975年 3月 6 日）翁は、埼玉県生まれ。日本の

財界人、経営者。1911 年、東京帝国大学法科を卒業後、逓信省に入省。1915年、逓信省を

退官し、第一生命保険に入社。第一生命、東京芝浦電気（現・東芝）社長を経て、第 2代

経済団体連合会（経団連）会長（在任、1956 年 2月 21日～1968 年 5 月 24日）。経団連会

長を 4 期､12 年務めた。経団連会長の異名 「財界総理」は石坂泰三を嚆矢とする。1965 年、
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財団法人日本万国博覧会協会会長。1971年、日本万国博覧会記念協会会長。1973年、日本

万国博覧会記念協会名誉会長。正三位勲一等。 
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