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第 83 回 大阪市の少年探偵団像と石橋信夫像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年３月 12 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、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

昨年末から本年始めまでに、私が書いた記事は、以下の通りである。近畿地方：

70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事/f。東京：74 回の記事/f、
75 回の記事/f、76 回の記事/f、77 回の記事/f、80 回の記事/f。奥州市：78 回の記事

/f、79 回の記事/f。銅像探索の第二の目的は、日本文化と日本人の人生を実地に学

ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来た。

その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。前々回の記事/fでは、宝塚市の馬上太

子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。前回の記事/fでは、京都

市山科区の蓮如像の探索記を記載した。今回は、大阪市の銅像探索記を記載する。

なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で

記載する。 

 

（２）大阪市中央区の読売テレビ本社における銅像探索 
 私は75 回の記事/fで、東京における正力松太郎氏の銅像探索記を記載した。この

時は、講道館の正力像撮影には成功したが、読売新聞東京本社では正力像に面会さ

せて貰えなかった。また、２）のサイト/lによれば、元讀賣新聞会長・務臺光雄氏

（1896-1991）の銅像も、同社の１階ロビーに展示されていた。しかし、私が同社を

訪問した時には、務臺像は１階ロビーになく、本像にも面会させて貰えなかった。 

 一方、私は３）のサイト/より、務臺像が大阪市中央区の読売テレビ本社にも設置

されていることを知っていた（次ページの図１上を参照）。そこで、今回、私が大

阪に滞在している期間の３月１日に、読売テレビ本社に行って、務臺像を撮影する

ことを試みた。なお、日本の銅像探偵団のサイトには、読売テレビ前の江戸川コナ

ン像が収録されている。次ページの図１下に、読売テレビ本社周辺地図を示す。 
（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-79.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
https://ameblo.jp/bura-mati/entry-11111519162.html
http://dr-tora.com/miyaneya-live-tv/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図１． 
上：読売テレビ本社の務臺

光雄像。本図は、３）のサ

イト/より借用。 

下：読売テレビ本社周辺地

図。本図は、４）のサイト

/lより借用。➀：現社屋、

②：新社屋（2019 年８月

に、現社屋から新社屋に移

転するそうだ。） 

 

➀ 

② 

http://dr-tora.com/miyaneya-live-tv/
http://dr-tora.com/miyaneya-live-tv/
http://bb-building.net/tatemono/osaka/165.html
http://bb-building.net/tatemono/osaka/165.html
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 私（林）は読売テレビ本社（図１下の➀）に行って、本社前に江戸川コナン像が

あるかどうかを探索したが、コナン像は無かった。実は、私は５）のサイト/lによ

り、「2018 年 7 月 24 日午後 8時 30 分ごろに、本像が読売テレビ前から撤去され

た」ことを知っていた。また、６）のサイト/lにより、「江戸川コナンと少年探偵

団の像」が新社屋前に設置されていることも調査済みであった。 

次に、私は本社玄関から１階ロビーを覗き込んで、務臺像が見えるかどうかを調

べようとした。すると、守衛のオジサンが玄関に飛んで来た。 
守衛「何ですか？」 
私「１階ロビーにある務臺先生の銅像を拝見出来ますか？」 
守衛「入館証が無いと、入れません！」 
私「本社前にあったコナン像はどうなりましたか？」 
守衛「撤去されて、今はありません。」 
 守衛のオジサンのガードは固く、一般視聴者である私に対する対応は上からの目

線で、全く不愉快であった。これで、私の読売新聞、読売テレビ、および読売巨人

軍への反感が増々高まった次第である。私は、仕方なく、新社屋（図１下の②）の

方に向かった。新社屋は完成済みのようであったが、周囲はテープで囲われていた。

テープの外側に、図２に示すような一団の少年達の銅像があった。これが、「江戸

川コナンと少年探偵団の像」であろう。その写真を図２に示す。 

 
図２．読売テレビ新社屋前の江戸川コナンと少年探偵団の像 
 

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/25/news099.html
https://tr.twipple.jp/p/ba/198ce9.html
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2019 年２月４日の Yahoo!ニュース（７）のサイト/0）に、「大阪ビジネスパーク

南街区に完成した読売テレビ新社屋前の江戸川コナンと少年探偵団」と言う記事が

あった。本ニュースでは、「読売テレビ新社屋と江戸川コナンと少年探偵団の銅像

が 2019 年１月 31 日に竣工した」と記載されていたようである。なお、竣工式の模

様が、８）のサイト/sの動画で視聴できる。 

 本動画には、次のような説明が記載されている。 

読売テレビ新社屋竣工式 江戸川コナンと少年探偵団も祝福。大阪ビジネスパーク南街区

に完成した読売テレビ新社屋前の江戸川コナンと少年探偵団の像を囲む関係者。大阪・読

売テレビは４日、大阪ビジネスパーク南街区に建設していた新社屋の竣工式を行った。開

局６０年の同局で３代目となる新社屋は、大阪城の北側、ホテルニューオータニ大阪の西

向かいにあり、２０１６年１０月に工事が始まり、先月３１日に竹中工務店から引き渡し

を受けた。地下１階、地上１７階。省エネルギーに配慮した最新の設備を導入し、国土交

通省が実施する「サステナブル建築物等先導補助事業（省ＣＯ２先導型）」に放送局とし

て初めて採択された。９月１日から新社屋で放送を開始する予定。竣工式は吹き抜けの１

階エントランスであり、関係者約１００人が出席した。伝川幹社長はあいさつで、建設中

だった昨年６月の大阪北部地震、７月の西日本豪雨などで被害がなかったことに触れ、

「報道機関として、災害情報を正確かつ迅速に伝えるためには、第一に建物が災害に負け

ないことが重要。信頼される読売テレビの根幹になるものと確信しております」と話した。 

 「江戸川コナンと少年探偵団」は読売テレビでは人気番組のようである。しかし、

私は NHK と朝日放送しか見ないので、本番組を見たことがない。従って、「江戸川

コナンと少年探偵団の像」の登場人物の名前を知らない。ただし、図２の左端の少

年は、読売テレビ現社屋前にあった「コナン像」と同じであるので、「江戸川コナ

ン」であろう。次に、その他の子供達の名前をネットで調べてみた。 

 ウィキペディア「少年探偵団 (名探偵コナン)」の項によれば、「少年探偵団のメ

ンバーは、江戸川コナン、灰原哀、ムードメーカーの吉田歩美、コナンの不在時に探偵団

の頭脳として活躍する円谷光彦、自称団長で切り込み隊長的な力自慢の小嶋元太の 5 人で

構成されており、いずれも帝丹小学校 1 年 B 組に所属している。」のようである。 

 ９）のサイト/9によれば、名探偵コナンのメンバーは次の通りである。 

 

 

図３．上：吉田歩美。彼女は江戸川コナンを少年探偵団に誘

った張本人であり、灰原哀が入団するまでは探偵団の紅一点

であった。おかっぱ頭にカチューシャを着けた好奇心旺盛な

少女で、推理よりも謎解きの方が好み。従って、図２の右か

ら２人目の少女はカチューシャを着けているので、彼女が吉

田歩美であろう。 

下：灰原哀。彼女は一見すると単にクールで大人びている小

学生の女の子だが、その正体は黒の組織の元メンバー。主人

公･江戸川コナンと同じく幼児化している。10）のサイト/e 

の写真では、「彼女は歩美ちゃんに隠れてますね(笑)」と書

かれている。従って、図２の右端の少女が灰原哀であろう。 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.youtube.com/watch?v=BhmO7qQGV6s
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E6%96%B0%E7%A4%BE%E5%B1%8B%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E5%BC%8F
https://dic.pixiv.net/a/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3%28%E5%90%8D%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%29
https://www.picdove.com/media/Bu0gATll3xe
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 以上の考察で、図２の全員の名前が判明した。次に、夫々の写真を以下に示す。 

 

 

図５．江戸川コナンと少年探偵団（左から４人）。氏名は、左から、江戸川コナン、

小嶋元太、円谷光彦、および吉田歩美。 

図 4．上：小嶋元太。彼は主人公・江戸川コナンの同級生で、体

重は 40kg。肥満気味の体型で頭はおにぎりのような形をしてお

り、左側頭部に 10 円ハゲがある。従って、図２の左から２人目の

少年が小嶋元太であろう。 

下：円谷光彦。彼は主人公・江戸川コナンの同級生。帝丹小学校

の 1 年 B 組に在籍。 誰にでも敬語を使い、礼儀正しく博学な頭脳

派。これまでに４名の帰属が決まったので、図２の中央の少年が

残った円谷光彦であろう。 
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（３）大阪駅前の石橋信夫像 

 私は11）のサイト/lより、大阪駅近くにある大和ハウス工業本社の１階ロビーに

石橋創業者銅像があることを知った。日本の銅像探偵団のサイトには、大和ハウス

工業東京本社の石橋像は収録されているが、同社の発祥地である大阪本社の石橋像

は収録されていない。そこで、私は読売テレビ探索の後、大阪駅前の石橋像を探索

した。大和ハウス工業本社の周辺地図を示す。図７に示す。 

 

図７．大和ハウス工業本社の周辺地図。本図は12）のサイト/lより借用。 

図６．江戸川コナンと少年探偵団（右端

の少女）。氏名は、灰原哀。 

https://ameblo.jp/shuzan3/entry-10639694545.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://bb-building.net/tatemono/100/daiwa.html
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 大阪駅前の地下街は大変入り込んでいるので、地下鉄の駅より大和ハウス工業本

社に行くのには大変苦労した。図８上の地下街地図を参考にしながら、「６番通

り」を先に行くと、「６－４０：大和ハウス大阪ビル」への出口があった。この出

口から大和ハウスビルに入ると、１階ロビーに石橋信夫像があった。 
 

 

 

図８．上：大阪駅地下街の案内地図、下：大和ハウス大阪ビルへの出口 
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 大和ハウス大阪ビル１階ロビーは通り抜け通路になっており、一般の立入は自由

であった。ロビーの一角が大和ハウスグループの受付（図９上）になっており、そ

の左側に石橋像のコーナー（図９下）があった。 

 

 

 

図 9．上：大和ハウスグループの受付、下：石橋像のコーナー 
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 13）のサイト/lによれば、石橋信夫氏の略歴は次の通りである。 

1921：奈良県吉野郡川上村に生まれる。 

1939：奈良県立吉野林業学校卒業後、満州営林庁敦化営林署勤務。 

1948：シベリア抑留より復員。 

1949：吉野中央木材株式会社取締役就任。 

1955：大和ハウス工業株式会社を設立。常務取締役就任。 

「建築の工業化」の理念をもってパイプハウス、ミゼットハウス等を開発、我が国で初め

てプレハブ住宅の道を拓く。 

1963：大和ハウス工業株式会社代表取締役社長就任。 

1978：社団法人プレハブ建築協会会長就任。 

1979：藍綬褒章受章。 

1980：大和ハウス工業株式会社代表取締役会長就任。 

1982：紺綬褒章受章。 

1989：住宅建設業団体協議会会長就任。 

1993：勲二等瑞宝章受章。 

1997：社団法人住宅生産団体連合会会長就任。 

2003：81 歳で逝去。従三位勲一等瑞宝章受章。 

 私の感想は次の通りである。「石橋氏はシベリア抑留から復員後、大和ハウス工業を

創業し、同社を日本一の住宅会社（年商１兆円規模）に発展させた。これは努力と才能の

賜物であり、同氏の業績を高く評価する。」 

  

図 10．左：石橋信夫氏の胸像、 

右：台座正面の銘文。 

https://www.daiwahouse.com/innovation/introduction.html
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 図 10 左に石橋信夫氏胸像の近接写真を、図 10 右に台座正面の銘文を示す。図 11

左には台座側面の銘文を、図 11 右には胸像の傍におかれた顕彰碑を示す。 

 

 

図 11． 

左：台座側面の銘文 

右：胸像の傍におかれた顕彰碑 
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 図 11 の碑文より、本像は石橋氏死亡の翌年（2004 年９月）、大和ハウス工業株

式会社が石橋氏を偲んで建立したことが分かる。なお、14）のサイト/lに以下の記

事がある。 

2004 年 1 月、創業者故・石橋信夫の像が能登ロイヤルホテルに建立されました。石橋は、

戦後の日本にプレハブ住宅を開発。住産業に新たな領域を切り拓き、社会・経済の発展に

貢献しました。私たちはこの「パイオニア精神」を受け継ぎ、未来へ向かって止まること

なく歩み続けます。 

本像を図 12 に示す。本像は日本の銅像探偵団のサイトに収録されていない。 
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図 12．ロイヤルホテル能登に建立された

石橋信夫の像 

15 のサイト/lの情報は以下の通り。 

設置場所：石川県羽咋郡志賀町 ロイヤル

ホテル能登 

原型作者：熊谷友児 

制作所：高岡市竹中銅器 

なお、16）のサイト/には熊谷友児

（1954-）の略歴が記載されている。 

代表作：昭和 62 年 栃木県天台宗報恩寺

「仁王像」一対 、昭和 63 年 大阪住吉松

宝寺「日蓮上人像」 、平成 6 年 厚木市厚

木基地「マッカーサー像」。  

https://www.daiwahouse.co.jp/company/annual/2004annual/07.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AE%89
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https://ameblo.jp/bura-mati/entry-11111519162.html
http://dr-tora.com/miyaneya-live-tv/
http://bb-building.net/tatemono/osaka/165.html
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/25/news099.html
https://tr.twipple.jp/p/ba/198ce9.html
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https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgNKOm_ngAhWGMt4KHTzgAQcQFjAIegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fheadlines.yahoo.co.jp%2Fhl%3Fa%3D20190204-00000140-sph-ent.view-000&usg=AOvVaw1OVcs9QT_f7m5Cbvh4wiJ6
https://www.youtube.com/watch?v=BhmO7qQGV6s
https://dic.pixiv.net/a/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3%28%E5%90%8D%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%29
https://dic.pixiv.net/a/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%9B%A3%28%E5%90%8D%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%29
https://www.picdove.com/media/Bu0gATll3xe
http://http//15%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/hokuriku/ishikawa/post_1168.html
https://www.takaokadouki.net/%E5%95%86%E5%93%81%E6%A1%88%E5%86%85/%E4%BD%9C%E5%AE%B6%E5%90%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%A2%E3%81%99/%E7%86%8A%E8%B0%B7-%E5%8F%8B%E5%85%90/
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http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/hokuriku/ishikawa/post_1168.html
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/hokuriku/ishikawa/post_1168.html
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