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経営再建中のシャープが台湾の鴻海精密工業の参加に入ることを発
表しました。
個人としては政府系ファンドの産業革新機構と手を組んで欲しかった
のですが、シャープの経営陣の選択はとても残念でなりません。
しかし偶発債務が発生するかもしれないことをシャープが隠していたと
とられ、契約の締結は延期されてしまいました。
はしごを外された形のシャープは、きっともっと低い金額や悪い条件で買われてしまうでしょう。
大和ハウス工業の樋口会長は創業者の石橋信夫オーナーの創業者精神を社員に伝え続けていま
す。創業者の遺伝子を受け継ぐ仕組みができていない企業はいずれ衰退する傾向に感じます。
きっとシャープは早川イズムを継承できていなかったのでしょう・・・。
次ページでは敢えて創業者の早川さんの記事を掲載いたしました。
社員の皆さんのためにも健全な再建を祈念いたします。
代表取締役 木戸 良樹
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「シャープ創業者 早川 徳次」

大正 12 年 9 月 1 日午前 11 時 58 分、近代国家となって以
来、経験したことのない強烈な地震が首都圏を襲った。
お昼時だったため、そこここで火災が発生し、その熱風が
渦をまいて強烈な上昇気流となった。
徳次の家のある本所のあたりは蒸し焼き状態となり、家も
工場も一度に失った。そして彼の家族である。
火が出た際に子供たちをかばったため、妻・文子は全身に
大火傷を負っていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
炎と熱風に追われるようにして油堀(深川にある十五間川の通称)の中へと避難し、流されないよう堀
の中の杭にすがりついた。6 歳になる克己をおぶって 9 歳の煕治をかかえているのはつらい。
だが、いくら待っても火の勢いは収まらない。意識が朦朧(もうろう)としてきた。
ふと背中が軽くなったと思ったら、背中の克己が流されていった。
慌ててつかまえようと手を伸ばした途端、こんどは煕治が流されていった。もう錯乱状態である。
その後、どこをどうさまよったのか、避難所となっていた岩崎別邸で徳次と再会した時には、
息も絶え絶えになっていた。「すみません、子供たちを……」
そう苦しそうに言うと、あとはただ泣くばかり。
そして彼女も、この 2 か月後に子供たちの後を追ってあの世へと旅立つのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妻と子供、家と工場、すべてを一瞬で失っただけではない。
そこにさらに追い打ちをかけるように、大阪の日本文具製造という会社（中山太陽堂の子会社）が借
金を返すよう迫ってきた。財産を失った徳次に返す当てはない。
やむなく会社を解散し、シャープペンシルの特許を無償提供し、製造機械をその会社に売却すること
にした。その点、彼は実に潔かった。
借りた金は何としても返す。それは商売の基本である。
今の自己破産や会社更生法などは、更生しやすいものの、商売に甘えが出てしまうのは間違いない
だろう。特許は入手したものの、日本文具製造に技術はない。
そこで震災の年の 12 月、徳次は新天地の大阪へと旅立ち、彼らの技術指導を始めることとなった。
そして技術指導にめどが立った後の事業再開の根拠地として、大阪府東成郡田辺町大字猿山 25 番
地(現在の大阪市阿倍野区西田辺)の 235 坪の土地を 10 年契約で借りた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、シャープ本社がある場所である。工費はざっと 2,500 円。
完成した 8 月末日、日本文具製造を辞して再起の旗を揚げた。このとき徳次 30 歳。
新しい工場に「早川金属工業研究所」という看板を掲げたのは、震災からちょうど一年後の大正 13
年 9 月 1 日のことであった。彼はあえてこの日を再出発の日に選んだのだ。
人生最大の逆境にも耐え、彼は再び立ち上がろうとしていた。
もしここで心折れていたとしたら、現在のシャープはない。
給料を出せるかどうか分からない状態にもかかわらず、徳次を慕って多くの従業員がついて来た。
晩年、彼は揮毫を頼まれた時、“何糞(なにくそ)”と書くことがあって人を驚かせたという。
負けじ魂がふつふつと湧き上がっていた。（後略）
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作：北康利（作家）
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未来を変える新薬 「ナノマシン」

現在、片岡先生が開発されている「ナノマシン」は世界中から注目を集めていますね。
私が高校生の時に『ミクロの決死圏』というＳＦ映画が流行りました。
お医者さんとその乗り物をうんと小さくして血管の中に送り込み、
患部まで行って体の中から病気を治してしまうと。
そういう映画だったんですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
元ネタは手塚治虫さんの『３８度線上の怪物』という漫画だと言われてい
ますけど、
とにかくその映画を見て結構感動したんです。
私が何を開発しているかというと、
『ミクロの決死圏』で描かれているような、血管から体の中の微小空間に
自由に入り込んで、病気を治療したり診断したりする極小のマシン。
これを完成させることが一つの究極の目標なんですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半世紀前のＳＦ映画の世界がより進化した形で現実になりつつあると。
そうですね。
マシンと言っても歯車を
組み合わせたり材料を切って貼り合わせる従来の
機械ではなく、
いろいろな機能をつくり込んだ高分子ミセル（集合体）
で、そのサイズは 50 ナノメートルくらいです。
50 ナノメートルというのは・・・。
50 万分の 1 ミリ、だいたい髪の毛一本の太さの 1,000
分の 1 と言われていて、
ウイルスと同じ大きさなんですよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
想像もつかない世界です。
ナノマシンの第一段階としては、抗がん剤を内包した高分子ミセル。
これをがん細胞の中心まで運び、集中的に薬を働かせると。
副作用がほとんどなく、耐性がんや転移がんにも非常に高い効果を発揮することが科学的に証明さ
れているんです。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
東京大学大学院工学系研究科教授 片岡一則氏

専門はバイオマテリアル、高分子材料、薬物・遺伝子デリバリーシステム、
再生医療材料設計。
１９８８年にがん細胞をピンポイントで攻撃できる超小型カプセルを作成、
２００５年には高分子カプセルで治療用の遺伝子を患部に運び、
レーザー光で活性化させる、新しい遺伝子治療法を開発した。
２０１０年から１２年まで、高分子学会会長。
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可愛い刺客

日時 平成 28 年 2 月 1 日（月）14：50 ごろ
場所 東京都中央区日本橋
内容 押しボタンいたずら
幼稚園帰りの可愛い女の子がエレベータ内の非常用押しボタンを誤って？押したもの。
本エレベータは非常ボタンを押すと 1F でブザーが鳴動し、その後大騒ぎになってしまいます。
小さなお子さんがいらっしゃる親御さんは、「非常時以外、いたずらで押してはいけないよ。」と
優しく教えてあげて下さい。

プロ太の小話集

NO95

『 米ソ関係 』

プーチン大統領がアメリカのオバマ大統領を親善訪問した時のこと。
オバマにニューヨークの印象を聞かれたプーチンはこう答えた。
「ゴミゴミして、酔っぱらいが多いようですな・・。」
カチンときたオバマはこう言った。
「聞くところによると、モスクワは酔っぱらいだらけだそうですな・・。」
「とんでもない！」 プーチンは顔を赤くして主張した。
「モスクワには酔っぱらいなど一人としていませんぞ。プロレタリアート的ではない！」
いる、いないという口論になった二人。ついにプーチンは叫んだ。
「よろしい。今度あなたがモスクワにきて、もし酔っぱらいを見かけたら撃ち殺して結構です！」
オバマも言った。
「分かりました。万一、ニューヨークでも酔っぱらいがいたら、同じくしていただいて結構です！」
翌朝、プーチンがホテルから出ると、大声で喚いている酔っぱらいの一団に出くわした。
さっそくプーチンは、全員を撃ち殺した。
その日のうちに、新聞の号外はこう書き立てた。「プーチン大統領、ソ連通商代表団を路上で射殺」
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
ガンは治る時代が近いうちにやってきそうです。
しかし、あまり長生きをされて認知症患者が増えても困りものですね・・。
逆に日本は今こそ真剣に子どもを増やす政策を取らなければなりません。
子どもが生まれたら毎月 10 万円を支給するくらいの大盤振る舞いでないと難しいかも知れません。
巻頭でご案内した大和ハウス工業は、子ども 1 人誕生で 100 万円の一時金を支給するそうです。
こういう社員を大切にする企業が増えないと日本の衰退は免れません。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。 （体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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