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パピーニュウス第１号（1998 年 8 月 28 日号） 

昔（戦後すぐ）JA のプリフィックスは占領米国軍人局だった、話し。 

私事で恐縮ですが今年で SWL JA1-1024 を貰って五十周年です。 貧乏書生 or 苦学生と呼ばれた頃です。 

1950 年 4 月終戦五年目の春焼け跡とバラックだらけの東京に文字どおりポッと出ました。 私が下宿した日他

の下宿人のナナオラ（七欧無線株製）国民型二号受信機が運とも寸とも言わなくなったそうで関西に家を見つけ

たので・・・とて置き土産に頂戴しました。手巻きコイルを繋ぎ直し短波用 1-V-1 に蘇生したのが六月。 風雲

急を告げ、お隣の国は戦乱動乱の真っ直中へ。 短波バンドも急に騒がしく成った。 「・・・ユグニグンチェッ

トキネンオヌルン・・・」なんとかかんとかが「国連（UN）軍ジェット機が今日・・・」と判読出来るまでハ

ングル語を何度も受信しました。 Jet 共々プロペラ機 P-51-D が活躍した 後の戦争でした。 

占領米軍はやたらと増強され大井（今競馬場）や鮫洲（今運転免許試験場）赤羽（元連隊）には所ジョージとば

かりカマボコ兵舎（兵士用）が立並び代々木元練兵場には高級将佐官級の本格的お屋敷西洋館が広大なお庭付き

で出来始め（将軍）グラント・ハイツと呼ぶようになりました。 （ここにも Ham が住み翌年 10m 用 3 エレ

八木を生まれて初めて見ました。） 

ふと気が付くと、短波の 15 メガサイクルのちょっと下で矢鱈とサチるほど強く怒鳴る局があり、まれには相手

局も入感これがアマチュア無線の 14 メガだったのでした。 この JA2HQ（ジッゲーボー・ツウ・ヘッドクワ

ラーと聞こえた）は霊岸島か月島の通信連隊本部、にあるようで、HL9KQ ( Korean Quater ) と言う局と定

時 SKD をやる以外に DX からのコールにも応答していました。 半月程遅れてもっと強い 1-V-1 の球 (6D6 - 

6C6 - 6ZP1 - 12F) が伸びてしまうほどの JA2HP (Jig Able Two High Power) ジッゲーボーツウハイパ

ワーが出現日本各地の米軍人局と交信するように成りました。 これで判ったのは、JA1 はなく、四国が JA4 （成

るほど四国だ）九州はカイウシュウで九でなく JA5、オッカナワが JA9、北海道が JA7 でした。 硫黄島に 

JA0IJ と JA0JI があった。蛇足ですが、後に 50 メガの、故 JA6FR 大島さんが破る前の世界記録は JA9AA

とアルジェンチンの交信すなわちオッカナワ陸軍軍人局（サフィックスの頭 A=ARMY、N=NAVY、USA～=

軍属）でした。 QSO を聴いていて JA2HP は成増（東上線）の通信連隊将校官舎にある事が分かりましたが、

JA1-1024 の QTH は当時目黒区”メグローのメーはメエで見るのメエ、黒は白黒、”・・・で名高い東京聖

書センターのすぐ下でしたが強烈な入感でした。 他には CW で JA2FB 等略号まがいのサフィックスのコール

が聞かれました。 

1952 年六月あれっ！何てった？・・・ジッゲーボーがキンゲーボーになった。 JA2HQ は KA2HQ に、JA2HP

は KA2HP に。 オッカナワは KR6 に、JA0IJ は KA0IJ に。 何故？と思ったら 7 月 30 日附の官報告示で、

30 局の日本人ハムに JA のプリフィックスで予備免許が下りたのでした。 

KA 局は MARS 軍用補助アマ無線局となったが極東には元々別に MARS があった。 

昭和 27 年（1952）七月日本人局 30 局を皮切りに JA プリフィックスが日本人に戻り米軍人局 JA ジッゲー

ボーは KA キンゲーボーになって相変わらずアマチュアバンドを跳梁跋扈していたが電監は「MARS 軍用補助

局なので交信しないよう」との一片の通達でお終い。「臭イモノニフタ」をした。 SWL 就中 HBL(HAM Band 

Listner)の経験がなかったこと丸見え。 

米軍軍人局 JA 局が 7 の A1 と 14 メガの A1/A3 に我者顔で出ていた頃から、7 メガのアメリカン・フォー

ンバンドには MARS が一杯動作していた。 電波の傳播から AI@AA からと AJ@AA のうち少なくとも＠の所

の数字が一、二、四、七の局は日本国内（離島を含む）からの QRV とみられる。これは、ジッゲーボーがキン

ゲーボーになった後もつづいた。 KA 局との決定的な違いは、(AA-AB、AH-AL、AQ-AR プリフィックスの）

MARS 局同士としか交信せぬことと、かなり頻繁に「ニイタカヤマノボレ 1208」式の取って付けたような少

年探偵団風の暗号を扱っていた事だ。例えば「make gavage can empty within a few days; signature Carby; 

repeat...」等はよく覚えている、何度も聞いたが何の符牒かは分からず仕舞い。 

これでは万国アマチュア無線連合の規定に合致しない。 だのに時々State-side からのコールに応答する（知ら

ぬが）「佛サン」や「つわもの」（10 局以上のパイルをさばく）がいたのも事実。 

注 *)AC3 はシッキム、AC4 はチベット、AC5 はブータン、AP2 はパキスタンのアマチュアのプリフィック

スで MARS の割り当てがない。 

KA 局のエリアに KA1 がなかった理由。 

考えられる二つの理由： 
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(1) 戦前の日本の私設無線電信電話実験局の呼び出し符号も昭和 8 年以降落石無線局等官営のものを除いては

全部 J1→J2 コールが再発給された。 戦前の J1 コールをお持ちの OT は必ず J2 のコールもお持ちです。 

これは 1933 年米国東岸アトランチックシチィで万国無線通信連合の国際会議がもたれ今日通信の国家試験に

お世話になる大半の決まりや取決めが行われたのでしたが、呼出符号についても確認が成されたほか、呼出符号

の中の数字の 1 と 0 は官営局に限るようにしようと決められたのです。 この為日本では落石無線局等官営局は

J1 のままでしたが私設局は J2 の再割当てになったので見掛上 1 エリアがなかった。 アメリカはアマチュアの

コールサインは古くから自然発生的で地域別でよく洗練されていて今更数千局に上る局のコールの再発給は行

わぬと宣言して事実上「官営局とは今更何事か？」を世に問うた。 

(2) 戦争に負けなかったアメリカは何も終戦時 FCC（米連邦通信委員会）ルールを変える必要はなく戦前のプ

リフィックスでアジアの米領の KA の 2 から後が偶然空いていたのだ。じゃ、戦前 KA1 は何処だったのか？

そう、アジアの米領フィリピンでした。 戦後占領時代及び軍事顧問団時代の台湾（BV1）の如く、GOVERMENT 

ISSUE なら 1 で文句あるか？と、陸軍軍人は 1AAA から、海軍軍人は 1NAA から、軍属背広は 1USA か

らコールを割り当てています。 KA1 は無かったのでは無く、今様で言う「発給完了」だったのでした。 

幸と言うべきか、偶然と言うべきか KA2 キンゲーボーツウから先はガランドウだったのでした。 

蛇足：甲子園野球、海南中学のユニフォームはマニラの海軍軍人局に見えた由。 

パリには凱旋門はコンビヤン（幾つ）？ 正解は３つが一直線上に並ぶ。 

パスカルの国フランスは事程左様にロジークに厳しい国、結果的には賛否２極しか無くとも自分という個の存在

理由として論理の何処かが必ず他人と異ならなければならない。「理由はＢさんと全く同じです。」は自分の存

在理由を自らネグった付和雷同として も軽蔑します。このフランス人独特の絶対個人主義とロジーク茶飯事を

理解しないとフランスの文化圏から爪弾きされて相手にされなくなります、自分という個を自分でデリートして

しまったのですから誰のせいでもありません。「・・・悪かったのは僕だけど」です。亦フランス人が何かする

にはそれ相応の理論が必ず在るのです。私も初めは「揚げ足」が「屁理屈（靴）」を履いてタドタ歩き回る気が

して絶対横飯は喰わんぞヨ！と自炊していました。 

デファンスに馬鹿でかいＴＶ箱のような建物が建設中でした。ミッテホン（仏人は皆こう音する。日本植物名：

美手蘭）40 年念掛けた欧州統合の実現（1992）を記念して何処に凱旋門をおっ立てたのです。5W1H で考え

てみましょう。What?と When?はいいですね。Who?はミッテホン、Where?は Why?ラデファンスに？それ

そこが問題です。21 世紀を華々しく迎える為に、且つスラムを一掃する為に根本からやり直したデファンスだ

からと言うの丈ではロジークモン、パリの他の処と選ぶ処はありません。正解を急ぎましょう。下の絵を見て下

さい。そうパリには既に２つの凱旋門が歴史の重みを踏まえて建っています。これさえ知っていれば Where?は

ラデファンス、Why?この大きさは一次方程式の解 Y=aX+b なのでした。「数学的な、余りに数学的な！」解に

異議を唱えるのは至難の技。パスカルの国。パリ観光に行ったらミッテホンとゴール将軍の凱旋門丈でなくルー

ブルへ行くついででいいから中庭のミッテホンのガラスのピラミッドからたった数十歩の所にあるカルーセル

将軍の凱旋門も見て、３個の関係がフランス人に一次関数；比例；相似；を教えて居る事を忘れないでいただき

たい。 

 
図１：パリに在る３つの凱旋門は小、中、大、と一線上に並ぶことになった。 
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フランスで出版された地図（PLAN）はグリニッジ子午線経度によるとは限らない、要注意 

ヒットラー時代の「世界に冠たるドイツ」は隣国からの借り物でした。フランスでは、絶対個人主義は、幼稚園

時代から徹底的に叩き込み「世界の真ん中フランスでそのまた真ん中パリでしてそのまた真ん中我が家（しぇも

あ）でそのまた真ん中で自分の個を主張を羅めかす」詰まり中華思想と相似通う天上天下唯我独尊主義。「世界

に冠たる」はあらゆる分野や場面に登場します。まさかに日本人には考られ無い事の例では、幼稚園から高校ま

で学校の運動会とか、学芸会とか個人の天賦の能力を目の前で比べてみせるはどは初ッから人間のすることでな

く、ましてや学校でやるとは、全体主義に接近したものだと酷評する。 

ちょいと変わった所では、日本でも 40 年前まではそうだったし中国人社会では来年もその通りの旧暦がある様

に、グリニッジ新暦子午線に対し、パリ天文台を起点とする旧暦的子午線がレッキとして存在して「世界の真ん

中フランスで、その又真ん中パリでして」が成立。 

ノルマンデイでのプロジェの予察にヂヴ・シュルメールからヘリコプタでセーヌ湾を横切って対岸ルアーブル港

のコンテナの積卸設備とその能力の実況検分に港のヘリポート迄飛んだことがあるが・・・ヘリコプタの操縦士

と私の会話！・・・ 

私「この辺に確かグリニッジ子午線があった筈。地図では黒い線だから一生懸命海を見つめていたんだけれども

何も書いてなかったねー？」 

パイロット君「ウイ、私も大平洋で何度か日付変更線を横切った事があったが、決定設置から何十年、もうボロ

ボロでとても見辛かったよ！尤もここはセーヌ湾、パリ天文台の旧暦子午線の方に在るのかもね？」 

私「へっそんなんあるん？私の買ったミシュランの地図はグリニッジ子午線だったけど？」 

パイ君「2 分 40 秒東へ隔たった所起点のフランス人用のミシュランの地図も同様に並べて売っているよ！」・・・

ヘリは回転翼を止めた。港のヘリポートに着陸したのだ。 

パイ君「とにかくフランス人は気位が高く、何でもフランス風か世界で１番でないと気に入らないのよ。」・・・

私「そう言うお主は？」・・・パイ君「俺ならフランス人が海賊の孫っていうアングレさ！ブリターニュ・フェ

リイで海向こうから出稼ぎに来るのさ。フランス人はケチ Stingy だが命は惜しいらしく、直ぐ仕事にあり着い

たさ。ユーモア・サービス付きでね！又フランス人を出シにしてマンザイやろう、又呼んでくれ。頼むぜ相棒！」

と来た。 

こんな事で、元英海軍ナヴィゲーターからフランスの地図には 2 分 40 秒ずれた２種類の地図が並べて売られて

いる事を聞いていた。だのに身内を信じてトチった。 

合弁会社のフランス社側のプロジェマネジャーは元仏海軍偵察機のナヴィゲーターだった。工場の建設が終わっ

ても無罪放免されず、儲かるまで工場を回せの指示。じゃ蛸壺下宿は止めて一軒の家に入るが、P/T MGR 殿、

俺用に 0W/E GM 子午線の上に家を見付けて呉れと頼んだ。日ならずして、不動産屋から Tele ありご希望の所

じゃなく 12Km ほどのところだがデバークモン（ノルマンデイ上陸）海岸を一望の下、見下ろす絶景の地だか

ら見逃すわけに行かない今日契約すれば３折の５千 FF でいいと言ってるってんで・・・押ッ取刀で出掛け確か

に眺望絶佳なのでサインしたが、帰りの道で！・・・アッ！ここじゃない！これはパリ子午線と逆だ！サイン契

約社会、５分前のサインを神様の前の嘘と軽蔑される位なら・・・まあ、どうせ殆どパリとグリニッジの両方の

西寄りということで納得、ここに F/JA2RM を開局した。GMT 子午線とは直線で 4500m 西に離れていた。

（西経 0 度 0 分 50 余秒）GL=IN99XH 
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パピーニュウス第 2 号（1999 年 9 月 15 日号） 

ＳＷＬ歴 50 年：米軍人局から１ケ月で日本人に再割当てされたＪＡプリフィックス。 

1952 年 6 月ジッゲ－ボ－からキンゲ－ボ－に鞍替えした米軍人局は、一部の日本人ＪＡ局に貴重な置土産を

しました。 だって、その間のインタヴァルはミニマム１ケ月、ＪＡ局宛の P.O.Box は、APO San Francisco

から PO Box 377 東京に。 QSL の多くがこちらに来て、JARL で見分けが付く訳もなく、本人に送られた

のです。 ＪＡ１の方はなし。 米軍人局に JA1 エリアは無かったからです。 旧制中学時代の友人が、翌年

JA2FB で免許をとり JARL の登録を SWL から正員にした途端、来ました来ました海外からの QSL が。 ワ

ンサと。 中に１枚『チキショウ！』と言う奴が。 ナント『YA』アフガニスタンの QSL,14 メガ CW のが。 

彼は旧法２級でしたから慌てて一級の受験準備を始めました。 『YA』の QSL はどうなったか？って。 その

後上京して JA1XX のペケペケ数年で無線道落から足を洗ってしまった彼には反古も同然であったでしょう

JA5SP, JA5SR(いずれも多分海兵隊憲兵将校）や硫黄島の２局 JA0IJ 及び JA0JI 後の日本人局には DX の

珍しい QSL がどっさり届いた筈ですが。 JA4HL も JA2RM も米人局が使ってくれなかったと見えて、なし。 

後の望みのト－マス・エジソン（米国人なら誰でも知って居そうじゃありませんか？）所がこれもなし。 

JA4TE も空振り。 

ツキも実力の内、と悪運の強い奴等はうそぶくが、運の強弱は雲泥の差。 やってられない。 

一方、ジッゲ－ボ－からキンゲ－ボ－にプリフィックスが変わった米軍人局は世界中の仲間から、『どうしてそ

うなったの？ また、前の JA2 の時のコ－ルのカ－ド、ちゃんと送ってね！と強要されていた。 

『日米媾和条約が締結されたので主権が日本に帰ったので…JA プレフィックスは日本人局に返したのよ。』と

ちゃんと説明できるキンゲエ－ボ－局は一局もなかった。 落ち行く先は遠州相良…』じゃないが、軈間も無く

日本側電監によって『MARS 局』であり、ＪＡ局は交信してはならない』旨の一片の通達だけでウヤムヤにし

た。 キンゲ－ボ－は相変らずアマチュアバンドにのさばっていて、７メガサイクルの MARS 局が跳梁跋扈す

るアメリカン・フォンバンドには行かなかった。 

SWL 歴 50 年：ＪＡが米軍人局だった頃のアンカバと電波環境事情 

私は母の胎内に６ケ月居た丈けで殆ど流産のような早産で生まれ落ちたんだそうで、モヤシと苛められその割り

に四肢がやけに短く晩稲手だった。 作れば A1/A3 の送信機も作れたんだろうが、なにかでもなく悪いことに

引き釣込まれそうな予感に怯えて単に、ハムバンドもリスナ－で HBL と言って威張っていましたが、日本人に

免許が降りないうちは、歪小僧ハムきち狂は、止むに止まれぬハムへの情熱の炎をアンカバ(under-covered)

に注いでいた人は多い。 当時は、朝鮮事変と言った隣国の南北戦争中で、共産圏へ通ずるスパイ活動の摘発の

一環として電波監視はもちろん、官憲の保護観察も、特高警察の延長線上にあった。 やがて、三橋事件やナン

トか通信社のスパイ行為が検挙される、が、それまでに大勢の、ヒズミ小僧ハム吉が『御用』になっていたよう

だ。 

敗戦後僅僅５年日本の警察側にはまだまだ治安維持法の名残の『特高警察』が生き長らえていたので、電波を出

しさえすれば、『即スパイ。』の嫌疑で全てが始まる難儀な未啓発な社会だった。 官憲間の横の連絡もある筈

もなく玉野市で JA4HL の予備免許を受けた昭和 29 年でさえ、岡山県警本部の０警部とＫ警部補が『俺達は元

特高の者だ』とやってきて郵政大臣何某の免許状を確かめ、『所詮は紙切れ、やる気になれば支那でも露助とで

もハイハイツウトントン出来るじゃろがの』と当分の間玉野署の元特高刑事Ｋが保護観察する旨言い置いて帰っ

たのだった。 そんな時代だったのです。 蛇足ですが、この保護観察身分は有難迷惑の迷惑抜きで、本州から

四国への玄関宇野港での港祭りを港正面の特等席、玉野警察署長室で浴衣掛け、扇風機とビ－ル付きで見せて貰

ったものだ。 それは後々のはなし、ここでは、米軍人がＪＡジッゲエボウだった頃に戻る。 

アンカバででるしかなかった頃の彼等は、戦前のＪ＠コ－ル（＠は数字）や中にはＣ（CHINA)のコ－ルを使っ

ていた人までいた。 蛇足ながら付け加えると、戦前中国からの中国人のアマチュア局は稀有で、15 年戦争で

戦線拡大後、占領に行った軍関係の日本人アマチュアが出て、現東北部（満洲）は MX2/9 南船北馬の民国では、

日本人は XU8 を用いていた。 因みにかの有名な J5CC は中支派遣軍時代には XU8HH(当時のロ－マ字で堀

口文雄の頭文字）を使っておられる。 

J1UX や J1PU などは明らかにラジオ部品の略字だが、同じ PU でも J2PU となるとそうは行かない、確か実

在局で戦前数少ない MIT の洋行留学帰り、合併後の誠文堂新光社のラジオ雑誌『無線と実験』に新風を吹き込

んだ『K,S 生』こそその人だった。 戦前の同誌の読者なら戦後 JA のどのコ－ルで免許を取られたかはわざわ

ざ聞くまでもない筈。 
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『今日はやっこ出てこないね？』『何でも昨夜踏み込まれて、一式証拠品没収されたってよ』という会話がアン

カバ・チャンネルで聞かれたものだ。それもなぜかほとんどが本人不在中に踏み込まれている。 

SWL 歴 50 年：日本人 30 局に JA コ－ルの予備免許が降りる、その前夜のＳＷＬ 

夏の盛りのクソ暑さがビ－ルの酔いにごまかされる頃、或晩アンカバチャンネルが妙だった。そして私は到頭

SWL ヒストリイ 50 年の中でも『指折りの』SWL をする事になる。 先ずはそのままお聞き下さい。 ラウン

ド QSO でした。 

＠１『いよいよ明日だそうでワクワクドキドキ胸が高鳴りますね……』 

＠２『何でも１遍に 30 局ほど降りるらしいですよ。 ex J2IB 庄野さんが同町内（註：私の早とちり＝同庁内）

の便利さとは言え、毎日日参していただいたお陰で、電監も一応７月約束のメンツ守ったが、遅れた分局数は滑

り込んだようですよ。 本当に庄野さんのこの度のご尽力には頭が下がる思いです。 １AA をとるのはきがひ

ける、とおっしゃっているようですが、なに遠慮なさる事はない、JA1AA をお取りになるに相応しいご活躍で

したね。 お陰で我々もお相伴に預かれる、幸運でした。』 

＠３『それにしても、かえすがえすも残念な事は、電波審議委員会委員でもある大河内先生が、『トンツ－の免

許試験がないクラスのアマチュアと同列視されるのは肯んじ難たい』と委員時代からの信念を曲げられず免許申

請を取下げてしまわれたことです。 信念とは言え、何か…チョット物寂しいですね？ ナントかならなかった

ものでしょうか？ 

＠４『いやあ、大河内先生だけじゃなく国際的なアマチュア無線の本部も、『アマチュアの資格要件は、モ－ル

スを、自分の手で打って、自分の耳で聞ける事』と謳っているのに、日本は！……と言うのが大河内先生の論旨

のようです。 個人ベ－スの話じゃない日本の恥に繋がる曲解とも言われかねない制度ができる事を心から心配

しておられる、それを電監は時間がないとそのまま強行してしまった。 審議委員としての立場は無視された、

と言う事もあったようです。』 

＠５『相手がお役所だとこっちが硬直すると相手はもっと突っ張ってくる、出来る話もブッ壊れる。電波行政は

そうしない為に折角 FCC 米連邦通信委員会形式にしたのに、何も変わってませんね、勉強もしないで突っ張り

挙げ句の果ては時間がない、官僚主義丸だし、語るに落ちた、あきれた。と言うところじゃないですか。 

＠６『明日の官報告示には本当に出るのでしょうね、印刷が間に合わなかったりして『幻の』って事はないでし

ょうね。』『ワクワクして今夜は眠れそうにありません。その反面なんだかわかんない不安もありますね。いっ

そ今直ぐ明日になっちまえばいいのに。』 

＠７『ワア！…言い辛いな、私、その電監案で２級のモ－ルス試験無しの恩恵に浴す者です。何かいま話し聞い

てると、皆さんに悪いなあ。申請は明日には間に合っていませんがいずれ小さいフォンの機械で出てきます。こ

の私の 200W の機械には永遠に火が入る事はないでしょう。ナントも寂しい夕暮れです』。 

こんな調子のアンカバ十数局のラウンドが一回りする頃は目はギラギラしているのに、脳味噌は豆腐のごとく疲

れ寝込んでしまっていました。翌日本屋の開くのを待ち兼ねて０と５の日に出る『官報』を立ち読みに行った事

は勿論です。 

こうして私は、『偶然』（と言って良いでしょう）ＪＡコ－ルがジッゲ－ボ－から日本人の手に帰る前夜祭とも

言うべきアンカバのラウンドＱＳＯをＳＷＬ'ing したのでした。（1952 年７月 29 日夜） 

蛇足：この頃の SWL JA1-1024 の RX:（ant:6mX6mH 逆Ｌ） 

RF-Amp 段間非同調 Mix If-Amp Det Af-Amp OutPut Rec 

MC-658A Osc717A MC-658A UZ-78 UZ-77 UY-76 6Z-P1 12Fx2 

(住友真空管) (RCA) (住友) (桜マ－ク) (桜) (錨マ－ク） (BESTO)  

gm=約４千  約６千 IF=455kc/s     

78/77 は RCA の 6D6/6C6 に相当。(確か理研丸特印） 

78/77=メッシュインナ－シ－ルド 

MC-658A もメッシュ・インナ－シ－ルド型 但 D6/C6=壁内面妨電塗装 

注）VT-717A はドア・ノブ管 6AK5 の電極を水平にして GT 管ベ－スに収納したノブ管 
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MC-658A;UZ-78/77 RCA6D6/6C6 VT-717A 

 
 

 

SWL 歴 50 年：実は HBL ばかりしてたわけじゃない。 

上京して下宿に入った途端鳴ら無くなったばかりのナナオラの国民型二号受信機を前の住人が置土産に呉れそ

れが短波用の 1-V-1 として再起する頃、クラスメ－トが俺は電気工学へ進む心算だから壊れたラヂオを直す人

を見たい、とこれ又鳴ら無くなった、クラリオンの国民型２号受信機を私の下宿に担いできた。 ２号と二号で

どう違うかって？それはとても鋭い質問。 そう、自自公 JI1KIT 内閣じゃないけど、1942 年挙国一致大政翼

讃体制の一環として局型放送受信機の１機種ずつの局認定はやめて、国民型１号から４号 AB 間で４型５種に規

格化されたのでしたが、戦中に準備された銘板や代用の名札は（当然いずれも右横書き）一二三四丈、戦後は算

用数字１２３４も混じるという有様で２号は明らかに戦後性だが二号のほうは、戦中戦後の見極めが難しいとい

う事でした。 この年、同じ大政化で日本独自の、真空管の機能命名法が考案され、後の 6WC5 や 3YP1 など

を超 45 や 2A3 などより少し解り易くして今日に及んでいます。 

いずれゆっくり国民型や、日本式真空管の命名法は詳しく解説しましょう。 君が代日の丸だけじゃない体制翼

賛体制の亡霊はほかにもあるって事。 

さて、宇宙劇画なら『合体』はお手の物。クラリオンの２号はトラのレア・ショ－トというラヂオとして 悪故

障。友人の前で、ホイこの通りとやって見せたのは半端だった。 ２号の方のＢ配線をきり二号のＢ電源から『貰

い湯』して鳴る事の確認まで。 後日トラを載せ換えるから…と言ったら、モオエエ、調ベ方・直し方さえ解り

ゃあ勉強済んだので鳴らねエラヂオやこは下宿の邪魔だ、勝手に直して遊べ！と置いて行った。 占めたと、合

体計画に取り掛かる。 ２号のシャ－シに RF１段ミクサ－と局部発振を組み込み後からトラを菅換える事にし

て二号の方の 1-v-1 を中間周波増幅（前年世界的に IF 波統一され 455kc/s に）完成の暁には高一中一のオ－

ルウエ－ブが完成した。 黒点数サイクルはサイクル 18 の落掛けでも 21 メ－タ－バンドでラヂオ・アンカラ・

タ－キ－のオルゴ－ル IS やスイッツランド・コ－リング・エイシャのスイスホルンのヨ－デル IS がガンガン入

った。 アンカラへのSWLレポ－トにはISのオルゴ－ルの旋律を採譜して書き送った。 Identification-Signal

を楽譜にして SWL レポ－トに書いて来た人は 1st ever だと Verify してくれた。 

Switzerland calling の方は逆で先方の Veri-CRD に IS ヨ－デルの楽譜が加刷されてありモニタ－になってく

れとの勧誘があった。 紛れてやらなかったが、ラヂオ・プラハからは積極的なレポ－トなので毎月歓迎するか

らモニタ－に決めた１年でいいから月１ミニマムの rppt をおくってよこせと勝手にモニタ－に推薦された。 

１年間何とかレポ－トを送ったら、クリスタル・カットグラスのカップをお礼に船便で別送したので受け取って

くれ１年間の優秀レポ－トに対する心ばかりの対価である、と読めたので首を長くして待った。 約２カ月後破

けた小包の殻だけが届いた。 如何にも情けないので湯島にあった郵政監察局の事故処理係に出向いて文句を言

ったが、普通郵便や普通小包は差出人と宛先の讀めるものなら、内容には関知しないので郵便業務としては全う

しているのでどうしようもないの一点張りだった。 こうしてツキのない人生にまた一つの大穴が開いた。 

SWL 歴 50 年と言っても飾るべきカップすらないのです。 

話はチョット遡ります。私がコチョコチョッとラヂオを作ったり直したりする事は何時の間にか結構有名になっ

ていました。 大学生の『ラテン・タンゴを愛する会』から１１メガのアルジェンチンの第二放送が聞こえるラ

ヂオを３ｋ円で作ってくれないかという注文。 朝鮮事変が始まった年の秋口だったように思います。 タンゴ

の女王『ウ嵐子・藤沢』がオルケスタ・テイピカ・トウキョウとアルジェンチンに永住してそこの放送局で第二

放送ながら毎日週の帯び番を持つ事に決まった、と言うのだ。 本当は学内の法文経の大教室で日本のお別れリ

サイタルをやらせたいのだが、真平という奴が金のことばかり言うものだから、おかしくなってまだ本人にも話

が通じないそうだ、と言う話。 私は仕事の近くのビルにあるオルケスタテイピカ東京のケチな看板を思い出し

てあああそこねと呟やいてしまった。 翌日藤沢嵐子に直接会わせてくれるなら３ｋ円、断られてもそれが本人

の意志なら半分の努力賞と言う、妙な契約で生まれて初めてのプロジェクトを請け負った。 Ｔ大生やＴ大出の

弱点の一つは、人の明けたドアを胸を張って入れるが、初めての人のドアを自分で開けるのは嫌か出来ないとこ

ろがある。 私は当時貧乏書生、なりふり構わず先ず生活費から稼がねばならないのだ。 世の中、『案ずるよ
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り産むが安し』ツキのない私にもウンと天は稀に味方する。 真平は近くの自動車屋へ金払いに行って揉めてい

て不在。 嵐子さんが覗いて『えっＴ大の学生さん？何でしょう？とドアを開けてくれたのでした。 ドアの隙

間に靴の先を突込んでと思ったら逆にサッと開かれたのですんでのところで足が宙に浮きこれまた失敗と思い

きや、言う事が違った。 『象牙の塔の人達に比べたら私たちは所詮しがない芸人よ。一生掛かったってＴ大で

唄う事なんて夢のまた夢だわ。 早川が何と言おうと私はお話聞きますわ。』ヤッタア３Ｋ円。 向こうの電話

を借りて近くのサテンで待機して居るラ・ダ愛会にすぐに俺様用に３Ｋ円持って走って来い、真平が帰ってくる

までにその気にさせてしまうのだ、アワテロ。』成功報酬第１号はこうして夕方の神谷酒造の電気ブランに化け

た。 

秋ランコ藤沢は南米へ去った。以後 35 年を彼の地で過ごす。 さて１１メガ第二放送である。 ジャンクの局

型１２３号の３ペンをもじってレフとし手巻のコイルで９～１１メガの放送バンドをカバ－させたス－パ－に

した。 初放送の明け方私の下宿は人で埋ずまった。 電信柱によじ登ってエナメル線でアンテナを張ってくれ

る者を募集したが返事がない。 仕方無く自分で上がり電柱と青桐の間に２０メエトルほどの逆Ｌを張った。 

ラジオにつなぐんだと言っても誰も動こうとはしない。 こお言う集団はプロジェクトに全く不向きと痛感する。 

が、エ－レエ－ルレイ－セグンド－はフェ－デイングしながら嵐子藤沢の第１曲、事もあろうに『サヨナラ』で

入感した。 日本の嵐子を愛してくれた皆様にサヨナラと言うわけだとコメントがあった。 この日、聖徳太子

３枚の他かかなりの帽子銭が入ったがラヂオは裸馬のまま引き取られていった。 

まあ話題性のある話はそんな所か、後は亦ハムバンドリスナ－の話に戻る。 

SWL 歴 50 年：当時のハムバンドリスナ－の談話室は？何だったのだろうか？ 

今ならさしずめ、インタ－ネットなどだろうが、ハムは許可前だし、コンピュ－タ－はまだ影も形もなかった。 

数学者加藤先生の２進法計算機の可能性の講義は 51 年秋に始められたのだから。  ２進法は 10 進法に比べ

て３倍強桁数が多くなるので絶対損というのが世界の大勢だったようだ。  『しかし電気の流れる流れないは

どんなに早くなっても多分ついて行ける決定的な計数法だから』が先生の持論だった。 今まさにクロック周波

数は 600 メガを越えた。 先生の炯眼思うべし。 そう、メデイアに飢えていた我々は、『無線と実験』誌上

の『愛読者室』の占領を企てた。 後の二文字ハムコ－ルで言うなら、（JA は省略）１CH 3CB 3FV 4HS 7BB 

7BE に 4HL と言ったところか？ 吾吾は SWL と言うよりは HBL なのだと自称強調するキャンペ－ンを入れ

替わり立ち代わりグッドタイミングで投書するのです。 １人２人と、1CH,7BB,7BE などハムの免許を取っ

て行くに連れ愛読者室の投書頻度とタイミングは悪くなっていくのでしたがその後、この愛読者室は数年の長き

に亘り重度四肢身障者をハムにして上げようじゃないかというキャンペ－ンに使われます。 事の起りは我々の

投書やり取りの中に、一人の妙にニュ－アンスの変わった三好譲君という人の投書が挟まる感じで入り出したの

です。 上の７人の侍の誰かの問いに答えて彼は隧に自分は重度四肢障害者であることを告白したのでした。 

２年ほど彼を励ます幾十通の手紙がここで紹介されました。 しかしもうタイミング的にも月刊誌上では間尺に

合いません。 誌上では全国に檄を飛ばす時だけにしようと話合って直接郵便のお世話になる事になってこの愛

読者室の火は消えて行くのですがついでに彼のその後に触れておきましょう。 『無・実』誌ではなくて 1963

年６月頃の『ＣＱハムラヂオ』誌が７年以上の長きに亘り彼は不撓不屈の精神力で遂に念願のハム開局をしたと

の詳しいインタビュウ記事を特載していますが、写真入りで彼の奮闘ぶりを紹介、二の腕に自転車のチュ－ブで

ハンダ小手を縛り付け僅かに効く足指でパ－ツを押さえてついに高一中２の 10 球ス－パ－と終段 807 の 10

Ｗ機を完成させその間に２アマの試験もクリヤ－してのけ昭和３７年頃JA1GVFだったかのコ－ルで念願のハ

ムになりました。 アンテナだけは隣近所の正常者のお世話になったと謝辞にありました。 彼の送・受信機組

み立ての材料は『無・実』誌上『愛読者室』で全国に寄捨をお願いしました。 ジャンクでいいと本人がいうの

に新品を送り付けられた方もそこそこあった由。 『７人の侍』を代表する形で、彼用のマニュアルを書いたの

は私でした。 しかし、このＣＱの記事を本屋で偶然立読みしたとき顔が熱くなって爆発するのじゃないかと思

う程の衝撃と恥ずかしさを覚えました。 身障者用のマニュアルをどんなに注意してどんなに身障を装って分析

して手順を書いても正常者には限界があって、シミュレ－ションはならず、所詮『趣味レ－ションの世界』に過

ぎないことを思い知らされました。 この記事の中で彼は JA6BNB だった私に 大の謝辞を送ってくれていま

すが、写真は彼が開発した彼なりのノウハウを示しているのです。 ということは、彼は自分にはやっぱりほん

のチョットだが氷室さんの方法は無理だ、という悲哀を何度も味合わせてしまったに違いない、その証拠が、こ

の治具だ、このやり方だ、ワア私は何てえことをかれにやらせてみたことだろうと思うといたたまれなかったの

でした。 彼は中野区打越町に住んで、中野身障者授産所で働いていました。 所が開発の波が彼を襲ったので

した。 中野ブロ－ドウエイが出来立退かなければならなかったのです。 身障者授産所というのは当時、どこ

にでもあるというものではなく、そのまた近くに住まなくちゃならない。 大変だったと思います。 そうした

多くの仲間逹また授産所の人達の協力で横浜市中区の町名は奇しくも同じ打越町に引越しました。 『無線と実

験』誌の『愛読者室』の蔭にはこんな影の話もあったのです。 
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パピーニュウス第 3 号（1999 年 9 月 21 日号） 

SWL 歴 50 年：勿論 初はビギナ－、立読少年だった。 

事に依らず、繰返しや積重ねは恐ろしい。 歴 50 年と言うとタバコがやめられなかったのが 50 年、禁煙には、

100 回以上挑戦しただろう。 惜しむらくは、やめた回数より、吸い始めた回数のほうが何倍も多かったワケ

でもなくタッタ１回多かっただけで、マルマル・ジャスト 50 年吸った勘定。 『タバコやめるの簡単、私はも

う 100 回はやめた』と豪語していたもんだ。 禁煙でなく休煙のヴェテランになっていたのだ。 良く、初心

に帰れと言う。 フっと頭をよぎった『タバコ止めなさい』と言う絶妙なイントネ－ションの言葉に、ハッと我

に返った感じでした。 そうそう、何も前歴なく、ヒョコッと手に入った、鳴らないラヂオを直してみよう、ど

うすりゃいいのさというとき、終戦後、米語を覚えて、煙草にありつきたいと願望したとき、必死で毎日本屋で

立読み暗記した事を思出し、暇を作っては本屋と古本屋に立ち続ずけたのだった。 貧乏書生風情に本を買う余

裕はない。 懐やポケットにしまう代りに自分に今必要なポイントだけをガキッと頭に箇条書きよろしく収めて

帰り必要あればメモ帳に書く、戦後５年経つか経たないかの時、図書館を探してゆっくり調べると言う悠長な事

は考えも及ばなかった。 こうしてこの頃の私のメモリ領域の大半は立読みと耳学だった。 序にメモリの端っ

こに勝手に這入たメモもあったろう。 ラヂオの本ばかりじゃない、古本屋では半年以上掛かって、千谷利三著

『一般物理化学』千数百ペエジを丸暗記は大苦手の脳味噌に噛んで齟嚼する形で叩き込んだ。 毎晩同じ本を立

読みしていた事はとっくの昔古本屋の親父にばれていて、読み終わった晩、呼び止められた。 『それだけ熱心

に読まれればその本も幸せでしょう、どうせあなた以外には誰も見向きもしない本です。 お持ちになって大事

にしてやって下さい』と戴いてしまった。 ほとんど頭の中に入ってしまっていますから、と断ったが、親父さ

んは用意していたフジエットの風呂敷に部厚いその本を包んで風呂敷ごとくれた。 本は十数回目の引っ越しで

惜しくも紛失したが、風呂敷は、フランスまで付いてきて略３分の１世紀私と行を共にしてくれた。 コンコル

ドラファイエットで置引に遭った。 私には中のカメラよりもその風呂敷に愛着未練があった。 生前の東海林

太郎さんが新幹線の中でちょっとトイレ…と席を立たれるときでも、バ－バリのレインコ－トを着て、本１冊ほ

どの風呂敷包みを胸に抱えて歩いて行かれる、そのようにシッカとその風呂敷包を手に持っておくべきだったと

今も悔やんでいる。 脱線が過たが、その頃は、私にとって全てが新鮮だったのだ、タバコを止て見る事以外は。 

今はテ－プナビのＣＭの部屋よりも私の脳味噌のほうが散らばっているだろう。 それ以前、田舎でのラジオや

電気工作、天文もみんなみんな立読知識で仕込み、通訳少年、ラジオ少年、工作少年、そして、地理学者とあだ

名の１歳上の兄の天文知識の受け売りと足して天文少年と、言う事に。 だから SWL には「オ－ルウエ－ブ」

と海外短波放送や周波数帯割当のデ－タなどが欲しかったわけで、本が欲しかった訳じゃない、だからこその、

立ち読みだったわけ。 当時４メガサイクルや８メガサイクルの JJY 標準電波は始まっていたが、メ－カ－製

のも私ら自作のラジオも、目見当でダイヤル目盛して、SWL するには再生用のミゼットヴァリコンの羽を毟っ

て２枚ずつくらい残してバンドスプレッドバリコンとしバンドを広げて、バリコン角度と周波数を１ミリ方眼紙

の縦横に目盛って読み出しグラフを作りマ－カ－になる局を決めて補間法で上下から計ってここ、と言う事で待

ち受けたものでした。 付近に放送のないシオニスト・ユダヤの『Voice of Zion(ザイオンと発音）』は自身９

メガのマ－カ－だったが、ラジオ雑誌の受信報告欄によれば、9.003kc/s だったり 9,004 や 9,005kc/s だ

ったりした。 確かに、日に依って QRH は明らかだった。 新聞やラジオのニュ－スの頭に「ブラザビル放送

ラジオプレス」とあり、ＲＰ社が聞いたブラザビル放送とゆう意味なのだが、ヨ－ロッパの政治経済ニュウスは

何時も一番早かった。 一番苦労した、そして１年以上受信続けて、そこ、その周波数にはほとんど一日中フラ

ンス語を喋っている、「ハジオ・レンズマ－」とゆう局しかないと結論ずけた。 後に立読みによって「ラジオ・

ロレンソマルケス」と言うのが、『ブラザビル放送』と言われるのだと分かり活字と受信耳の大違いを思い知っ

たことだった。 

放送局の同定検知には定時０分前後に短く１アナウンス入る「ラジオ何々」を待つか、放送開始前流される、イ

ンタ－バル・シグナル又はアイデンチフィケ－ションシグナルや「ラジオ何々」を待つしかない。 ニュ－スや

音楽番組には全く興味はない。この待時間は殆どハム・バンド・リスナ－で費やした。 

或年の夏、立読でトロピカルバンド 4.9 メガバンドにポルトガルのリスボンの放送が「多分間違って出ている」

とあり勇んで空電ノイズ一杯のこのバンドに挑戦しました。 空電バリバリの中、意外と良く入っている英・独・

佛・露・中・韓語以外の初めて耳にする言葉。 サテワ早捜当てたかと思いきや外れた、ラジオ・アングカタン・

ウダラと言う。 喜び勇んで報告をその雑誌に投書し息を飲んで活字になるのを待った。 しかし海外放送受信

の大御所山田氏だったか田口氏の何れかに先を越された。 インドネシアのロ－カル局でインドネシア語と１日

に数回オランダ語のラジオ・アングカタンウダラのアナウンスがあるに過ないと言う。 何十年のヴェテランが

そう易易とビギナ－に先を越されるということは起こり得ないのだ。 併し『又やられたか！』は何年という長

さで私の放送聴取の気合いを殺ぐのに十分、堪えた。 で益益 HBL に傾倒して行ったのです。 

東海林太郎（しょうじたろう）氏略歴： 
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1896 年生 

1920 年 早大商学部首席卒業、滿鐵調査部引当三井物産入社。 

1924 年 滿鐵調査部で私学出は軽視されると滿紡に転職直又新京放送局に。 

1926 年 同僚森繁久弥等におだてられ一時帰国に際し某レコ－ド会社のオ－デションを 

        受け合格 30 歳で歌手デビュ－。 

  新・富士の白雪新深川節などフシモノでレコ－ド界へ。 

1932 年 赤城の子守歌他ミリ・セラ相次ぐ。 直立不動の姿勢での歌唱は逸品。 

註：JA2RM の父と同学同級、広告研究会で一緒だった由。 

詩人・文豪島崎藤村はリモ－ジュに住んだ事がある。ウソ！ホント？ 

フランスの一般家庭は押し並べて『100%勇気質素倹約』。 一年間日常生活は爪の先に灯を点す程の吝嗇に徹

して一方ヴァカンスには、王候貴族風の大盤振舞で、１年間のウサを一気に晴らし 100%リフレッシュする。 

週末も、近所の仲間同士マ－ジャン・ブリッジの様な札遊びを、40-60 燭の電球の下でするくらいのもの。 日

本人はもう忍者のかけらも残ってないが、世界にはまだまだ忍者視力（例：インドネシア人ら）や明るいのは苦

手サン（例：青い目のフランス人）がいる。 日本では読書は 120 ルクス、工場の製品目視検査面は望ましく

は 200 ルクスと言われるが、彼等の目っ繰り球にとっては目の中が真っ白で何も見えないらしい。 工場や、

オフィスの照明設計のやり直しには手を焼いた。 どうしても間接照明（反照）でなければ駄目という部屋もあ

った。 紅緑色盲や色弱を足すと色感異常は 35%以上に達する。 この人達がカ－ドに１人勝したからとか１

人負けしたからと翌日の夕食を自分の家へ招待するがこの、日本人にとっては遮暗い明かりの下で結構器を見せ

る。 もちろんカ－ド仲間の時と正式の賓客では物が異なる由。 しかしバッテン・ハウエヴァ－、メ…いずれ

も 100%リモ－ジュの窯で焼いたポ－セレンなのだ。 冬、気象情報を見ているとフランスのオヘソ、リモ－

ジュはフランスイチ寒く雪が多い。 

ここに文学者島崎藤村が４年ほどを人知れずヒッソリと暮らした家がある。 10 年も経てば顕彰会によって日

本人向けの観光スポットとしてフランスの名窯の陶器と共にリモ－ジュの売上に貢献しようとの動きがあると

知った。 丁度その夏の終りフトしたことでボルド－へ呼付けられ行きは飛行機の予約がきいたが、帰りが３日

先しか空いてないと言う。 同じ客先から、パリへなら、只で送っていいよ、ただし１年に１遍のリモ－ジュへ

の皿の買い出しは欠かせない、リモ－ジュ一泊覚悟なら乗せて上げようと言う事とになった。 こうして老夫妻

は先ず目の保養そして眼っ子いれた名窯出来焼き物を正客用に一式分達や隣近所用に値段の割に豪華に見える

実は安物一式を予算のぎりぎり差額まで値引き交渉するのだ。 正客用は決して値切らないが、こっちは、見て

いて呆れるような交渉である。 ４時間５時間はまだ短いほうだと聞いた。 店側が腹がへっては戦に勝てぬと

なれば客の勝なのだそうだ。 彼等の食事用語にカリテ・プリと言う言葉がある。 『単価当たりの美味しさ満

足度』とでも言う事だろうが他の分野では決して使わない、寧ろ禁句の様です。 安物はヒタスラ値切る。 こ

りゃ－こちとら腹ぺこ熊よ、ジャわしはその辺の他のかま見て来ると言い置いて、タバを探して腹の虫を押さえ

た。 タバの例外でない髭を蓄え腹の出たオッチャンに尋ねたら、ジャポネが何事とかしに来る家って？解らん

ナ、と時計を見て、そろそろ連中が腹減らしてくるから聞いて見な！お－ラ来た来た。 ペンキやセメントで彩

られた一団が入ってきた。 オッサンが何か言ってくれた。 『あ－日本人？大使館の人？唯の観光客？ムッシ

ュシマザキのメゾンて！先週ちょっとパテ飼ッタ。 チョット遠イネ婿ノ谷ノ坂降リルノ所３分ノ１ヨ。』関西

アクセントながら「ニホンゴなら任せ」なのだそうな、相棒が、此奴の前のカ－チャンは日本女性だったんだと

ばらした。 『歩いたら何分くらい？』『そうね坂下って登って小１時間かね』と結構立派な日本語「30 分待

ったらその坂のほうへ行くからタバ一服吸って待ってろ、車で送ってやる、」と親切にも送迎付きで藤村が住ん

だ仕舞屋風の３けん続きの建物を見る事を得ました。 逆に坂を上がり切って振返ると、藤村の小説のどれだっ

たかに描写される馬籠から妻籠かその逆かの坂道の描写がありますが、まさにそれを思い出させるに十分な坂と
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谷と自然です。 フランスの木曾谷だったんです。 傷心の藤村がパリにも身の置所なく日本から此処まで来て

やっと木曾谷を見つけて心を癒す事を得て５年余で立直り帰国出来たのは、木曾谷のお陰なんだと思いました。 

老夫妻は夕暮れ近くなって、私も行ったタバで遅い昼食を取りジャポネが腹透かしてこなかったかと尋ねて行く

先を知り此侭６時間すっ飛ばして１０時頃パリでどうかと迎えに来た。 彼等の首尾は上々だったらしい。 老

マダムが旦那の若かった頃の失敗話を始めて、彼もそうそうと肯定して笑いだし、車内は笑いで若返った。 高

速道路のオルレアンの見通し直線では、210km/h 迄踏み込んで見せてくれたりして、パリのイタリヤ門に着い

たのは 21 時過ぎだった。 まだ早いからと私を、『王子様どおり「ユ・ムッシュ・ル・プランス」』のカラオ

ケに落っことしてくれた。 この辺に昔ラインダンスのワンサガ－ルだったバ－サンがタバか酒場をやっていた

な、とつぶやくんでついシスカの婆っちゃなら今も元気だよ、シスカの店やってて、私も時々あそこで夜明かし

するよ、と言ったら、俺の若い頃と同じだ、と呵々大笑してサヨナラした。 シスカの婆っちゃは間もなく亡な

ったと聞いた。 あの老夫婦も元気だろうか？ 呵々大笑しているだろうか。 

そして・昭和の初め、帰国してからの島崎藤村は驚異的エネルギ－を発揮して２作の長大篇を世に出す。詩作も

次々。-…- 

10 年経ったがリモ－ジュの藤村の家が日本人用の観光スポットになった話は聴かない。 坂は？ 谷は？ 今

も「木曾谷」の風情を残しているだろうか？ 
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パピーニュウス第 4 号（1999 年 10 月 14 日号） 

ＳＷＬ歴 50 年：JA が米国軍人局だった頃迄の世界のカントリ－・プリフィックス。 

先ずチョットだけ戦前：（立読記憶）J2IB 庄野 OT が学生時代に実験局の免許を取られたことは、当時、K.S.

生のインタヴュウ記事によって『無線と実験』誌に掲載されていますが（early'1938?)同じ号のコ－ルスハ－

ドには ES,LY,YL,のバルト海沿岸３か国の現在と同じプリフィクスが見られ、アアまだソ連の併呑前の時代だっ

たんだな、と記憶しました。 ２年後にはドイツとの秘密協定で、無血併呑され UP,UQ,UR,という、U ゾ－ン

の仲間に入って戦後からつい先 10 年ほど前この戦前のに戻りました。 

近になって戦後拾収についての米英ソの、ほとんど横暴に近いとの批判もあるように、戦後これらの地域のプ

リフィックスはそんな経過を辿りました。 

4X4…先ずパレスタインにいきなり 4X4 イスラエルの建国これは米の明らかな横車押之助、以後中東紛争の永

久火種。M@/M で始まる 20 余りのプレフィックス。 …イタリアをも含む、占領地及び植民地などの独立ま

での英による信託統治。 M1・サンマリノ MB9 ・オ－ストリア LI/MC/MD・リビア MD3/4-=イ領北阿 

MD5 エヂプト MD6 イラク MF・イタリア MP4 セイシェル MP4 クヱイト MP4 オ－マン MS4 ソマ

リ－伊領 MT リビア、等、亦欧州連合軍共同統治下のオ－ストリアには FKS8 のプリフィックスもあった。 

大戦でドイツとそして、巻き返しの連合軍と２度蹂躙されてしまったオランダはもう『俺（おら）んだ！』と言

う植民地放棄が囁かれる中、稀に CW で PK プリフィックス（和蘭領インドシナ＝蘭印）は結構聞かれました。 

そうそう、AG2 が何処のプレフィックスだか分かりますか？ イタリアが媾和によって主権を回復する前のト

リエステです。 アメリカはこんなところにも機を見て楔を打ち込んでいたのでした。 更に第１次大戦前ドイ

ツ領でW-WI後日本の信託統治領だった島島を当然のごとくKG6,KC6,KJ6,KM6,KX6とし沖縄迄その並びの、

KR6 を割着けていたのです。 アメリカはアフリカに橋頭堡を築くため、地中海のヘラクレスの柱、ジブラル

タルを英軍に譲る代り、アフリカ側タンジ－ルに気象観測部隊を送り込んで占領し KT1WX なる局がンビャク

kW の超強力電波をアマチュアバンドに出しておりました。 アメリカは亦、ゴリ押しイスラエル建国のしっぺ

がレバノンからもありそうと考え事前にレバノン OD5 に進駐して、米軍人局は AR8 プリフィックスでアマチ

ュアと交信していました。 MARS 局としてでなく。またアメリカは地球上での制覇面積に加えるべく、北氷

洋にできた観測史上３番目に大きい幅約 80km 長さ約 130km と言うフレッチャ－ス氷島に漂動観測部隊を送

込み３－４年掛って北氷洋を半周回わり KF3 なるプリフィックスで良く聴えていました。 ３０人の日本人に

JA の免許が降りてからもまだしばらくは、KF3FI など JA1AD(洋行帰り・アメリカ弁のジェイエイワネ－デ

イ）と日曜日朝 SKD を持っていましたね、１４メガサイクルで。 

バイトと今風に言えばですが、私の場合、仕事の合間に学校に行き立読みし、ラヂオはならしっ放しの長良族、

良くまあいろいろごっちゃにならなかったものと、文字通コンニャク否「今昔」の観。P.O.BOX をこっぴ－し

ようとすまいと、外国には限られたわずかの放送局にレポ－トする以外いケンヤクの時代だったのです。 

焼け跡とバラックの日本では全ての物は貴重でしたので闇市は流行り物価は高騰しました。そこへ一部の人が戦

争末期や戦後すぐのドサクサに紛れて隠退藏した物資を小出しに使って荒稼ぎする、そんな富と物資が著しく偏

在する社会でした。 1947 年秋だったかに旧円封鎖新円切換という経済措置が取られ表向きには一人当たり平

等に新円１０円許容となったが、配給だけの庶民にとっては、この額では買出し列車で買い出しに行くことも難

しくなり悪政、学者の上辺の軽濟施策と酷評されました。 裁判官や法科の学者夫妻が配給だけで生活して餓死

するという痛ましい事件が起ったのも此の頃です。 

戦前のプレフィックスの構成は、アルファベットｘ１（大国）又はアルファベットｘ２（その他の国）プラス数

字と言う構成でしたが、全部の組合せは現存する国に前もって引当てられていたのでした。 アメリカがイスラ

エルを建国した時 1948 年始めて数字と数字がアルファベットを挟む形式が作られ、その後、モナコ公国の 3A8、

更に国際的に去就の決まらなかったザ－ルに 9S4 が割当てられました。 以後無線局の大ブ－ムに当面しても

何とかプリフィックスを新たにしたり、切り替えの余地が出来たのもこの時の決断による物です。 その後、国

連に依って植民地の開放独立自治が進められ、独立までは国連の統治若しくは元フランス領の様に宗主国による

信託統治後独立となったが、戦前のままのＦで始まる F@x（＠＝アルファベット例：

A,B8,C,D8,E8,F8,G8,I8,K8,L8,M8,N,08,P8,Q8,R8,U8,Y8: x＝数字(8 が圧倒的))多くの民族独立国（プリフ

ィックスのＦがＴに変わった所が多い）が相次ぎました。 プリフィックスの変遷をみているとそんな世界の動

きまで見えていた時代でした。 実際、14Mc/s の CW と A3FONE 共 4X4 は結構入感したが、9S4 ザ－ル

や 3A8 モナコは幻だった。 ですからこの過渡期には新旧プリフィックスが共に有効で、有効 DXCC カント

リ－も今のエンテイテイに比べて 40 以上も多かったのでした。 
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SWL 歴 50 年：米軍人局が JA 局だった頃、占領軍放送のコ－ル・サインはどんなプリフィックスだった

か？ 

今日、ラヂオやテレヴィに拘る方でも、エッラヂオにコ－ルサインってあるの？って言いかねない程の無頓着生

活にドップリ身を浸していらっしゃる。 難易もしらねえでドップリ長生きしておくんなさい、それが１番。 私

がポッと出で東京に出て来た時、名古屋にも出来ていた AFRS は東京にもあった。 媾和条約も未だという占

領下に愈いよ民間放送という、アメリカ式の官営でない、広告料で経費を賄う放送が出来ると言う。 大きな都

市、例えば６大都市では民間放送が３社くらいは、出て来るだろう、亦そのくらいは免許するだろう。 NHK

の第一、第二放送とでダイヤルに５局も並ぶんだぜ、と釜ビスしかった。 今までの再生式のストレ－ト式ラヂ

オでは、相互に混信して分離がうまく行かないだろう、どうしてもス－パ－ヘテロダイン式にしないと、感度・

分離ともうまくないだろうと言われた。 ５局ですって？ 何か忘れちゃいませんかってんだ。 大抵の都市で

はしかも第二放送と同じか次に強いのを。 東京の AFRS は特に強く、第一放送も第二放送もかなわなかった。 

鑛石ラヂオ時代以来再び、放送局のコ－ルサインに興味を持つチャンスがやって来たのだった。 鑛石ラヂオ時

代には、ラヂオ自身も頻繁に JOAK だの JOCK だのとコ－ルサインをしょっちゅう叫んでいたのでしたが、覚

えていますか？ 自分の幼い頃聞いていたラヂオのコ－ルサインを。JOAK 東京、JOBK 大阪、JOCK 名古屋、

JODK は？ そう、今のソウル当時の京城、ついでにお知らせしておきますが、日本放送協会が、エヌ・エイ

チ・ケイ（ロ－マ字で書く場合は NHK）と決まったのは戦後だというのは大間違です。 例の 1942 年、日米

開戦の翌年大政翼賛体制化の一環です。 ここにも大政翼賛体制の亡霊が佇んでいるのです。 も一つ言うなら

35 区制の『東京都』も 1942 年の大政翼賛組です。（戦後 22 区になり、後に練馬区が追加されました。（板

橋区の一部を練馬区に編入を含む）） 府立高等駅は都立高校駅となりました。（東横線） 

占領軍の AFRS 放送は当時全日本に中継局も含めて 50 局以上存在したのですが、どうゆう理由か、米軍人局

ハム局のコ－ルサインプリフィックスが JA だったのとは逆に、有名な『アメリカの放送局の頭文字は、ミシシ

ッピイ川の東岸以東はＫ，西岸以西ではＷ』のル－ルに従って、例えば AFRS 東京は WVTR,(今時の皆さんに

は覚えやすいコ－ルサインでしょう）というわけでした。そうです、当時は間違いなく頭文字Ｗで始まるコ－ル

サインの放送局が日本狭しと設置されていたわけです。 媾和条約発効後主権回復後も AFRS-AFRTS そして

FEN としてダイヤルのド真ん中に大電力で居座っているが、一体どんなコ－ルサインで免許されているのでし

ょうか？ 興味あるところです。 

アマチュア米軍人局が、ＪＡからＫＡになってＷＶＴＲは益益レッキとして頑張っているのでしょうか？ 

事の序でに、民放のコ－ルサインは始め JO@R で＠の所のアルファベットがＡが中部日本 CBC,Ｂが京都、Ｃが

神戸、Ｋがラヂオ東京、Ｎが開局一番乗りの大阪の毎日放送でした。 JO@R が２十数局で満杯すると、JO@F

シリ－ズになりニッポン放送は JOLF でした。 その後、田舎の 100 ワット以下の中継局には始め JO@R 時

代には、JO@O（＠＝主局に同じ）が割当られたが、満杯を機にＪＯｘＡ＠、（ｘ＝エリア数字；＠＝アルファ

ベット）つまり JO で始まる二文字２ｘ２コ－ルサインが発給されているようです。 但、局側に SWL や BCL

の経験者なく、且そうゆう勉強しないので、いくら受信報告の詳細レポ－トを送っても、殆どの局はヴェリファ

イしない、外国の中波弱小局に比べて日本の局が一番不勉強で、ヴェリファイの何たるかさえ無関心、要するに

『投書の「没」』扱いしか出来ないのは、国際的にみて嘆かわしい。 民放の 初の頃は、各社こぞって、ヴェ

リ・カ－ドを発行した。 余り勉強したとも言えないが、『関西コマ－シャル』の「勉強しまっせ」ぐらいの心

意気はあった。 中には、アマチュアの QSL カ－ドをそっくり真似て放送局用のヴェリ－カ－ドにした為に、

TNXFB QSO,PSE QSL とまで印刷されていたのにはお笑いでした。 

追補）"0828"号で KA1 は？のところで、私設実験局の昔のコ－ルで J1 コ－ルをお持ちだった方は必ず

J2 コ－ルもお持ちです、と書きましたが、それを機に廃局届けを出した方がある由で、例外がありました。 

廃局検査があったよ由驚きました。 考えてみれば空中線の即時撤去無線機の棄却又は他の免許者えの譲渡

の確認等が法的に必要だった模様。 

１－＞２の例 J1FZ-J2IM=JA1BI; J1EI-J2HK=JA1BZ; 氏等。 

追補）"092?"前号、30 局予備免前夜の SWL の項、J5CC-XU8HH のほか XU の例： 

J2DJ-XU2DJ=JA3AD 等。 

以上、追加補足訂正させて戴きます。調べが悪くて御免候らへ。 

お断りとお詫び：９月 19 日発売の「CQ ハムラジオ」誌に写真が出て、二重コイルの白熱電球…ウンヌン

はいいのですが、その二重コイルスパイラル ant の詳細がその下段のアドレスのホ－ムペ－ジにあるやの錯



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

覚される方がおありになるようですが、ホ－ムペ－ジはあく迄 JAIG のもので、私の『昔の話』はあります

が、spiral Ant の話は JE1BQE さんによっていずれ又 CQ 誌や学会誌に発表されるまでお待ち下さい。 

SWL 歴 50 年：『ポッと出』書生が 初に頼まれた電蓄改造は 1938 年製のテレフンケン製、フラットモ

－タ－式 

戦後日本人 JA が開局しての 初に出版されたコ－ルブックは戦前のコ－ルブック作成の苦労人 J3DE 宮井宗

一郎氏の喜びの序言入で、「ラジオと音響」（JA1AE 福士さんのオ－ム社刊）の 1953 年８月号の付録とし

て発行されています。 これには趣味道楽の項はありませんでしたが、数年して CQ 出版社から金文字黒表紙紐

綴込み形式の局名録が発売されこれの趣味の項が話題になりました。 今なら差し折りプライバシ－云々カンカ

ンガクガクでしょうが『長期無断借用』趣味の方方が数十局と言う逆カンカンギャクギャグで大賑いでした。 私

の「趣味」は『落語鑑賞、旅行』となっているはず。 それより話は 10 年は遡る。 

大学に入ってクラスメ－ト同志の自己紹介では「趣味は以上の通りだが道に落ちる方の道落はラヂオの作っチャ

壊しでカラスの啼かぬ日はあっても一日に１度ハンダ鏝振り回さぬ日はない」などと口が滑ってしまった。 日

ならずして、クラスの紅一点から叔父の舶来の電蓄を今様に改造するのを請負ってくれないかと引き合いがあっ

た。 オ－ナ－に引き合わせるからと、どこかのビルで改造希望を伺った。 一応オ－ルウエ－ヴ電蓄なんだが、

欧州仕様でラヂオの中波がない、長波のダイアルを利用して中波を入れてほしい、序にス－パ－化して欲しい、

出力管がドイツ球で補充が利かないので球は皆日本規格に統一してほしい。 更に、ワウ・フラッタ－をきらっ

てフォノモ－タ－は、ジ－メンスフラットモ－タ－だが、レコ－ドの掛け始めは手でスタ－ト掛けてやらない

と・・だし疎開の時の引越しでモ－タ－のタ－ミナル板に何か当ってわれているのでフォノモ－タ－は今様のオ

－トストッパ－付のなるべくワウ・フラッタ－の少ない物に乗せ変えてもらいたい、以上だが内容は分るかい？

と来た。 早速、物は見ていないがこんなですかねと要部のスケッチを示しながら、改造点を復唱した。 フラ

ットモ－タ－ッっていうのはきくが初めてでクソ度胸が要ったが、今様 UFO のような絵を書いて端子板を書き

それが折れてる図を描いたらまぐれ当たりで、現物みたらソックリサンで今度は私が驚く番でした。 手間賃も

部品代も弾む代わり外見は昔の侭に頼むよ、特にダイヤルはちゃんと手入れして残してよ、と。 戦前のレコ－

ド狂の一人だったのだそうで、後からブルブるぶルった。 翌日学校からだったか仕事からだったか下宿に帰る

と下宿のバアさんが『あんな年寄のジイサンに荷物の引越しさせては酷だよ、横浜からリヤカで引いて来たって

言うじゃないか！いくら何でも可哀想じゃ無いか、ゼイゼイ言って一っ時そこにヘタって座込んでたよ！』と。 

そんな老いも若きも働かざる者の食うべからずの時代だったのです。 送主が勝手に頼んだんだよと言っても、

２～３日ばあさんは可哀想だとブツブツ言ってた。 ばらし１晩、部品物色買出し２日、夜はシャ－シの穴開け、

『穴は開かずに夜が明け』たりした。 『ノコが切れぬとシャ－シ切れずに息切れた』もんだ。 部品取付け、

P/U とオ－トストッパ－の位置決めは多少のドタマと時間を費したが、原形の出力管もその程度のインピ－ダン

ス４極管だったらしく、UZ-42 でマッポシ旨く、フィ－ルド型のダイナミックをダンピングよくドライブ出来

て順調に仕上がった。 ５日目に送届けた。蘇生した電蓄は好評で私も久々に聖徳太子のお駄賃にありついた。 

取外したテレフンケンのシャ－シ裏には、図のような、真鍮の條をベ－ク板に銅釘様の鋲や真鍮鳩目で固定して

形成した、初めて見る、平面回路が使われていた。 後に印刷回路って物を見た時に思出して、ああこれは、テ

レフンケンの回路方式を釘や鳩目の代りに導体板を直接ベ－ク板に接着剤で張付た丈じゃないか、と思ったこと

でした。 取外した真空管は 4.5 ヴォルト真ん中にも足のあるバナナ脚の五本脚で、ベ－スの横腹にア－ス用と

思われるタ－ミナルネジが付いていた。 1-v-1 型チュ－ナ－分の３本はトップグリッドだったから、4,5 極管

だったろう。下図参照頂く。 KX-80 用に UX ソケットが付加されて差された 80 以外、球名も何も印なく、

出力管のみ薄銀の小さな四角のテレフンケンのマ－クが球面のベ－スに近い裾に小さくあった丈。 内部のステ

ムに 1364E なる管名と思われる字が印刷文字で書かれていた丈でした。プレ－トは Ni 黒の網陽極でした。（下

図参照） 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

 

敗戦後の世間で思出す事悌：『少年工作』誌は今の新聞の４ペ－ジ分の紙面から始まった。… 

一部の人達が隠し持つ、隠退藏物資を除けば、敗戦後の日本には全てが欠乏した状態で、飛行起用のヂュラルミ

ン板はあっても、弁当箱用の絞りの効くアルミは無く、直角迄曲げた超ヂュラルミンや超超ヂュラルミン板の組

立て式の弁当箱が流行った。 戦後一番売れた金属製品ではなかったか、底板に側板を前後左右４枚立掛けて雑

穀飯を詰めて倒れないようにしおかずの梅干しかタクワンの尻尾を乗せて底板と同じ作りの蓋をする、組立板は

隙間だらけだから、雑炊や代用食の汁垂れ物や炊いたおかずは弁当包の風呂敷を台無しにするので入れられない、

石鹸は貴重品だったのだから。  庶民生活衣食住、全てが足りない中でも、学校の教科書の、好戦的、封建的、

大和魂的な章のペ－ジを墨で塗り潰して読めなくして所所を学んだ話は割かし有名だが、次世代の GHQ 文部省

発行の教科書は現新聞２ペ－ジ裏表にあっち向きこっち向きに印刷されており、［２つ折＋切り放し］×４回で

32 ペ－ジ単位ずつ綴じて何単位かを併せて１冊の本にする、その元の 1mx1.6m 位の紙の配給を買い銘銘自作

の教科書でした。 教科書でさえこんなでしたから、日常出版物は言うにや及ぶ。 

昭和 17 年即ちド－リットル指揮の艦載 B-25 による東京初空襲（４月 18 日）を契機として、挙国一致内閣に

よる挙国一致大政翼賛体制が施かれこれに疑義や異議を挟むもの全て『非国民』呼ばわりされることになりまし

た。 「物言えば唇寒し秋の風」下手に冗談言っても、軍部に拘れば憲兵隊が、政治や時局に係われば特高警察

がしょっ引いて行きウムを言わさず拷問下手すりゃ嬲り殺しの目に遭わせると言ったヤケクソの時代に突っ込

んで行ったのでした。 

今でこそ出版物は劇画雑誌くらいがマスメジアの役ですが、当時のマスメデイアは出版物でしたから、軍部も特

高警察も、鴨が葱背負ってないか、鵜の目鷹の目…でした。 そこえ軍部の入れ知恵もあって、出版は事前許可

制内容検閲 0k となってから出版用紙の割当配給を申請して紙配給を待ち紙の入手が出来てから初めて印刷に掛

かるという状態だったようです。 例えばの話、戦中、東工大の森田教授が『超短波』を著わすべく上梓された

のが 1943 年春、180 部かの部数限定付き検閲は、数か月で許可になった由だが、印刷用紙の順番が回って来

たのはナント 1945 年２月、印刷終わって製本中に 3 月 12 日の東京大空襲で下町は火の海、製本を終わって

いた３；４冊が動員学徒によって持ち出されている。 紙の配給を待った時間の長さから、当時の物資不足の一

部をお察し下さい。 敗戦占領軍進駐で検閲側が、軍部から GHQ に移っただけで、紙は相変らず払底し厳しい

配給制度でした。 下町の製本業者が焼け、人も焼出されて疎開して人手不足、製本に幾十日懸るよりは、読者

に製本を任せるほうを選んだとされるが、正体不明・文化不明の日本を占領した SCAP/GHQ が日本人勝組の

ゲリラ蜂起に、出版や放送という今日で言うマスメデイアの挙動を極端に警戒し出版に映画に否定的とも思われ

るほどの消極的検閲を行っている。 皮肉にも面白いのは、もし日本全国が一斉武装（但竹槍程度）蜂起を呼掛

るなら必ず NHK ラジオ（独占）だから、…と言う事で NHK の解体、民間放送への移行という線が出てこれが

まだ媾和条約前の占領下での民放の出現につながっている。 新制中学では英語は It is a pen.から習ったという

人は多いが、私たちは、1942 年の挙国一致大政翼賛体制の一環としての敵性語排斥で英語の時間は脱線でした。 

戦後すぐ、津島・海部郡は、中学校の校庭での大量武器隠匿露見で、米海兵隊１個旅団が上陸占拠し戒厳令が敷

かれ照空燈陣地破壊の工作大隊と併せて町郡民人口に匹敵する員数のアメリカ兵でごった返しました。 不足し
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たのは通訳。 この際 It is a pen を飛び越えて、実用米語を習って通訳してチョコなり洋モクにありつこうで

ないのと語らって３人で小遣ヘソクリ出し合って書店にいき新聞全紙大の紙切れ１枚のポケット版「日米会話必

携」『実用日米会話』「日米ポケット会話」の３冊を選んで、各自１冊を製本マスタ－し他の２冊を互いに貸し

借りして、３冊の 小公倍数のマスタ－と応用方法についてもいろいろ勉強しました。 この種会話本の GHQ

検閲や紙の配給は別枠だったのか戦後すぐ本でない全紙状でしたが雨後の筍でした。 新聞全紙裏表で 64 ペ－

ジのポケット版に畳んで切るのでしたが、仙花紙という低品質の紙でインクも悪く短命で、擦切れる前に覚えて

終わなければなりませんでした。 （通訳と洋モクの話は別にしましょう） 

それから１年程経っても製本された本と、紙折り畳み式とありました。 

戦前戦中と「幼年クラブ」「少年倶楽部」「子供の科学」「科学画報」「中学生の科学」等見て育った私は、こ

れらの復刊を待ち望んでいましたが、「子供に科学は不急不要先ず食い気」だったのでしょう、もう、新聞全紙

32 頁１枚物で「少年工作」と言う工作少年にとっては見逃せない雑誌が創刊されたのでした。 ボケが始まっ

て定かではないが、確か創刊号と２号までが全紙版 32 ペ－ジ切り畳み式３号ぐらいから中とじ製本しかし 32

ペ－ジ。 この号だったかに、『32 ペ－ジのわけと読者にお勧め』なる囲み記事があり、紙の割当が全紙一枚

分で 32 ペ－ジ（含表紙）なので我慢してくれ、また、製作記事などもっと詳しい説明か組立部品図などを描い

て呉れという要求が寄せられていますが編集部としては何れかの記事に偏るわけにはいかないので、この程度の

記事をヒントにして各自その辺は工夫を凝らして少しは自分の頭も使って考えて貰って色色の分野への応用を

考える癖を付けることをお勧めします、と言う内容でした。 編集の言う様に成程著者は、機關車電動機は山北

藤一郎、天文は野尻抱影、鈴木敬信、『健ちゃんのラジオ』は斉藤健氏と、当時の惣惣たるメンバ－に依る執筆

でした。 朝鮮事変で軍需景気を呼び食糧事情も物資事情もかなり改善され多くの戦前雑誌も復刊してショ－ト

リリ－フ誌は姿を消した。 

「健ちゃんのラジオ」について 

「健ちゃんのラジオ」は、戦中に開発され戦後に残ったようなミゼット球の応用の製作記事で、戦前の電池管の

定番 UX-30 でも代替可能な UN30M とか 30MC の双３極、UY-11(UX-111B)やそのミゼット管

UN-11M/MC などによる単球ラヂオの製作記事で多くのヒントが盛込まれていました。 濃尾平野の真只中で

はそんな物の入手は夢の又夢、色色想像を巧ましうする自由を満喫するに留まりましたが、今考えてみると、手

順的にドリったりヤスったりしていくところまでシミュレ－ションをしていた事が、後々のラジオの製作時の部

品配置や設計に大きく役立ちました。 私のラヂオの勉強はここから始まったように思います。 後に、戦後版

『一般放送受信機故障修理読本』大井修三著が発売されましたが、23 円なにがしと高価で自分の小遣では半分

も足りず、兄と姉のカンパにより買ってもらいましたのでこの厚意に報いる為本をぜ－んぶ飲込んでしまいまし

た。 戦後版というものの内容は 1942 年の大政翼賛体制の落とし子国民型１号から４号 AB 型に関する機能

の説明と故障修理のトラブル・シュウテイングに関するものでしたが、これ又いずれ劣らぬ勉強の種になりまし

た。 大体この故障修理読本やラジオ講義録は戦前から有名で日本放送協会が認定する『ラジオ故障修理技術者』

の勉強の種だったようです。 丸暗記が大の苦手で、何でか理屈で覚えればすんなりドタ頭に入る、多少のイメ

－ジトレ－ニングは要りますが。 「健ちゃんのラジオ」でもこのイメ－ジトレ－ニングを繰返したお陰で、何

台ものラジオを作ったり壊したりするのと略同様の経験技倆に到達出来た様でした。 が残念な事に実務経験と

は成りませんので NHK の故障修理技術者を名乗る訳には行きませんでした。 UX-30 は上にも述べた様に戦

前の電池管の定番３極管、その前ナス管では UX-230;これがマジックアイのような寸胴のミゼット管となって

30M その電極が双３極挿入されて 30MC でした。 また UN-11M は空間電荷格子（Space charge grid)管

UX-111B(電極が水平に封入されてる珍しい球）のミゼット化ヴァ－ジョン、後に山岳小説家「新田次郎」と

して有名になる当時の気象庁高層気象観測課長藤原寛人氏は更に此の双４極化＆ミゼット化を実現させ 11MC,

コロイドバッテリ、ブザ－バイブレ－タ－の三種の神器で、ラジオ・ゾンデの軽量化と多機能化に依るゾンデの

国際レベル迄の改良により昭和 30 年に運輸大臣表彰を受けられました。 深く追及したわけではありませんが、

確かにこの時期、ジャンク屋は神田中心から秋葉原のラヂオガ－デン（省線電車萬世橋駅跡際）他へ北進中でし

たが、ラヂオゾンデ骸やミゼット管・ブザ－ヴァイブレ－タ－・コロイドバッテリ－などをかなり見掛けました。 

『鶏が先か、卵が先か』の喩へはあるでしょうが、この「少年工作」誌の『健ちゃんのラジオ』の記事と、新田

次郎いや、藤原高層気象観測課長のラジオゾンデの画期的改良とは何らかの強い関係にあったに違いないと思い

ます。 10 年ほど経ってふとした事からブザ－ヴァイブレ－タ－を入手し手持ちの電池管で電池ラヂオを作ろ

うとしましたが、ヴァイブレ－タ－からのノイズは回路を通るのみならず接点火花とコイル巻線からＢ電波を空

中に撒き散らし物凄い強さでラジオ受信どころでなく接点火花を消す程のコンデンサを入れるとＢ電圧が殆ん

ど出なくなり遂にギブアップしましたが、ラジオゾンデのように專ら送信専門の役目ではノイズ変調のかかった

電波になるだけの話で却って信号の同定には役立ったのではないかと思われます。 そのＢ電波の放射強さを一

口で言うと、ネオン管検電器附のドライバ－のさきを５ｍｍぐらいの空間を置いてブザ－ヴァイブレ－タ－に近

付けてネオン管が点燈するほどの勢いでした。 
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戦後復活の初の公衆電話は先ダイヤル後・コイン方式だった。食糧事情は関係ないかナ？ 

意外に『記憶にありません』方方が多いのがこの、庶民・早口人には絶好評その分電話局がカモられたのがこの

公衆電話。 先に先方の番号をダイアルして相手が『もしもし００です』と確認できたら間髪を入れず 10 円コ

インを入れるとそのまま繋る形式でした。 相手がモシモシ言う前に用件を早口で言ってしまえば、相手が受話

器を取ってから 2.3 秒で切れるその間に（コインの投入が必要）用件が済めばコイン要らずのロハ電でした。 

2.3 秒間に用を済ます人が増え、電話局は収入がドンドン減って大慌て、１年たらずで撤去現在の先コイン式に

置き換えられました。 東京に出てその夏の終りか秋口だったから、1950 年の八九月頃ではなかったか。 私

は食事付き下宿にいましたので、配給米の食延ばしに、夕食の欠食電話は絶対必要でこの２秒半足らずのロハ電

は大いに利用させて戴きました。 お米どころかその代用食に到るまで米穀通帳に依って配給を受けている時代

でしたから、下宿や旅行は難儀な手続きを要したのでした。 旅館に泊るには、要求される外食券を前もって渡

すか、米現物を担いで行くか、だったし下宿は毎月の食数の外食券を渡す（外食下宿は除く）か本人の住所変更

をしてその町での米と代用食の配給を受ける事になってました。 外食券毎月は配給通帳を持って役場に行き、

配給量の６７％を限度として職数換算され、その分の平均単価換算の値段で交わされましたが、外食に当たって

は当然外食券のほかに調理おかず料金が必要で結構闇市価格に匹敵するコストでした。 1951 年が明けると、

米を背負って旅をすることは殆ど無くなり朝鮮事変軍需景気が日本の経済に絶大に作用している事を実感させ

られました。 外食券食堂と表示があっても必ずしも外食券は必要でなくなり、銀舎利 10 円麦飯８円沢庵付、

味噌汁５円の時代が来ました。 苦学生・貧乏書生の私はこうした外食券食堂や学食でも、良く、ショウライス

やソ－ライスで切り抜けた日が多かったです。 ホカホカ飯に醤油やソ－スをブッ掛けて熱いうちに引掻回すと

醤油もソ－スも御飯も煮えて美味しくなるのでした。 店によっては沢庵の尻尾をサ－ビスしてくれたものだ。 
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パピーニュウス第 5 号（1999 年 11 月 15 日号） 

JA 局が占領米軍人局だった頃の世の中：（続き）マスメデイアの一つ、映画の検閲はとても厳しかったよ

うだ。 

戦前のスポ－ツ小説で有名なのは、ユ－モア詩人サト－ハチロ－の父君佐藤紅緑著『ああ玉杯に花受けて』（一

高寮歌には関係ない少年小説）と加納講道館柔道の基礎を固めた柔道高段者を父に持つ富田常雄著『姿三四郎』

だっただろう。 実在の講道館で明治末から大正初めにかけて小兵にして暴れん坊の西郷四郎（講道館を破門さ

れ大陸に渡って孫文の辛亥革命とそれ以後の孫文の用心棒を勤めたとされる）の熱血溢れる青春小説でした。 

こちらは日米開戦前にすでに映画化が決まりクランクインしていましたが（主演：藤田進、轟夕起子、助演：志

村喬）黒沢明監督第一作として封切られたのは 1942 年、既に大政翼賛体制下で軍部の検閲も厳しく、鋏が入

ったと言う曰く付き。 戦時中の戦意高揚映画としては、空中戦の特撮入りの『燃ゆる大空』『軍用犬金剛』『五

人の斥候兵』『敵中横断三百里』『若き日の血は燃えて』の他文芸物では幸田露伴原作『五重の塔』位の物だっ

た。 戦後これらのすべてのフィルムは GHQ の検閲の対象となりズタズタにされた。 1938 年の名作『三日

月娘』は 1942 年の軍部検閲で恋愛など持っての外として切り刻まれ、戦後侵略礼讃として GHQ 検閲で完全

抹消されたようだ。 あれだけ流行した主題歌が、『月の砂漠』と共にカラオケのナムバ－に登場しない。同年

の『夜霧のブル－ス』は上海を歌ったものだが登場しているのに。 

GHQ の恐れたのは多分『ゲリラ』や『一斉反逆蜂起』だった筈なのに柔道禁止で黒沢監督のフィルムも半分近

く切り取られたようだ。 今は保管分は全部返却されたようだが監督台本と照合して、まだ 190 フィ－ト余り

が行方不明と言う。 もし軍部検閲での鋏なら回収は絶望だろう。 こうして GHQ の検閲の厳しさが取沙汰さ

れた為戦後の映画製作は検閲に逆らわないアチャラカやナンセンス物か、外国小説の翻案物としての映画化から

入っている。 記録映画としては古橋・橋爪、浜口選手等が大活躍した当時のポストオリンピックたるロスの日

米対抗水上などは大ヒット物でしたろう。 アチャラカ・ナンセンスでは何人かの耳慣れないボ－ドビリアンが

銀幕に登場している。 曰く「シミキン」こと清水金次郎、「きどしん」こと木戸信太郎らで、「誰それの」誰

『のＸＸ王』例えば『シミキンのマラソン王』などシリ－ズ物となった。 これらに戦前派の「アノネ、オッサ

ン、ワシャカ－ナワンヨ！』で売り出しのアノネオッサン高瀬実が助演復活している。 少し遅れて戦前のボ－

ドビリアン王「エノケンの」シリ－ズの登場『エノケンの法界坊』『エノケンの三尺左吾平』等続く内シミキン

は結核で倒れキドシンは夜逃して「エノケン・ロッパ」名脇役堺駿二（堺マチャアキのテテ親：売出しは腰抜ヨ

タヨタ歩き）等の時代に入る。 
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戦後の栄養失調は多くの将来ある才能を『写真』にした、ほとんどが、『結核』である。 青春スタ－女優では

桂木洋子、幾野道子（ヅカ出身、銀幕からは久く去ったが TV の松方弘樹主演の「遠山の金さん」に久々登場し

て「武家の奥方」を好演した）戦中派藤田進（姿三四郎）然り。 敗戦から 4 年目になって外国小説の『翻案』

による映画が試めされる、黒沢監督三船敏郎のデビュ－作『酔どれ天使』で「赤髭先生」を志村喬が好演してい

る。 吾等が清純女優、久我美子のデビュウ作でもある。 GHQ 検閲パスと分かると、同じメンバ－で『野良犬』

を出す。 黒沢三船のコンビに木村功、淡路恵子、千石規子、千秋実等がデビュ－して加わる。 やや遅れて他

の会社も『翻案』映画に参加、例えば大ヒット作『銀嶺の果て』谷口千吉監督、今はその夫人八千草薫のデビュ

－、若山セツコも好演している。 強殺犯とこれを追う刑事は誰だったのだろう。 深雪の稜線の雪庇の上の一

騎打ちは迫力があったが。 この銀嶺越えに備え強殺犯は雪に埋もれた山小屋に国有林調査官を装って泊まる。 

翌朝、下界との唯一の連絡用の伝書鳩は首を捻られ放送聴取用の電池式 4 球ラヂオはハンマ－1 打球 3 球が潰

ぶされて犯人である事は明かだが下界との連絡方法はない。 山小屋の主人はオカに上がった元船舶通信士。 

無線機も作れる。 たった 1 本残った 3A4 シングルで発信機を作り懸命の「…－－－…」(SOS）の発信を繰

り返すキ－やこはない、B マイナスの線をシャ－シに付けたり離したり。 この大写しで 3A4 が読める。 壊

される前にも一度だけチラと鳴ってる裏蓋無しのラヂオが写るが…1R5-1L4-1S5-3A4 の舶来の 4 球ス－パ

－らしい。 当時としてはハイカラなラヂオだがこのハラハラドキドキ・サスペンスの心臓部。 当然受信は出

来ない。 電池の続く限り sos ホヘ ヤマゴヤ叩くっきゃない。 イチカバチか所がそこがお話。 追う刑事

が八千草薫や若山セツコに見送られて雪の深い山へ入る。 こうして銀嶺雪庇の上の捕物となる。 刑事が雪庇

を踏落しぶら下がるのを犯人が仏心を出して引上げようとするが、今度は犯人が雪庇を踏み抜いて落下する結末。 

戦後の黒白映画でしかも日本映画でトンツ－が出てきて結構な役回りをした映画はこれが嚆矢であろう。 脱線

が過たが、これで外国ものの翻案という事も知れるという物。 一方、「野良犬」はちょっと原作の推定がつか

ない。 しかしとにかく老練刑事を演ずる志村喬が「姿三四郎」の村井半助役以上の嵌り役をサラリと演ずるの

だ。 デビュ－第 2 作の三船新米刑事はおどおど落ち着かなかったり丁度役が嵌ってくれた感じ。 淡路恵子は

ストリップガ－ルと言う設定なのだが、今みれば真夏の原宿にとてもかなわぬワンサ・ガ－ルって所。 GHQ

やら映検に相当気兼ねした物と思われた。 そうそうこの映画で売った人がも 1 人いる。 親一人娘一人の母を

演ずるのが三益愛子。 ややオ－バ－アクションなのだがこれが全国のご婦人方の紅涙を絞った。 以後三益愛

子の母物という映画のジャンルが出来上がる。 その代表作『母子草』は空前の観客動員をしたようだ。 

石中先生行状記と新聞連載小説「青い山脈」の映画化。 

戦後直ぐの頃売れ筋の小説の一つはユウモアに富んだ明るい青春小説例えば、青森の田舎に疎開生活して実際に

見聞した土地柄の暖かみ、可笑しみ、底抜けの明るさを連続短編で小説化してベスト・セラ－となったのが石坂

洋次郎の『石中先生行状記』でこれも占領下で映画化された。 田舎娘の代表モヨ子は木匠久美子が一般募集か

ら抜擢されている。 この好評で、石中、もとい石坂洋次郎は一躍スタ－ダムにのし上がる。 そして朝日新聞

の連載小説を引き受ける。 こうして書下ろしながら読者を飽きさせない『若く明るい』小説「青い山脈」が進

んで行く。 まだ小説が完結しない内から読者層から映画化を希望する投書が相次いだらしい。 完結を待たず

前後編に別けて早期映画化も目論まれたようだが、GHQ 検閲でどうせ待たされると分かって全篇 1 つにされた。 

主人公は一体誰かと思う様なだが一応主演は池部良、杉葉子（一般募集）、原節子（美女教師）、若山セツコ（お

茶目女学生）、藤原鎌足（変すい変すいラブレタ－を読み上げる校長先生）、伊豆肇（ガンさん）役名と俳優名

が一緒の沼田耀一先生、他は忘れた。 第二回目のカラ－映画化が、主演宝田明、雪村いずみで、3 度目の映画

化は、ももえちゃ－んと今の旦那と息は長かったがその分記憶はごっちゃになってる。 しかしこの初めての池

辺杉コンビも新鮮でこの小説に相応しい感じだった。 青春映画も、同じ石坂洋次郎の『山の彼方に』や『陽の

当たる坂道』など続いたが、もう鮮烈な感動を呼び起こす事はできなかったようだった。 

黒沢監督がメガホンをとって巨編『七人の侍』をクランクインしたのは媾和条約発効直後らしい。 封切りは

1954 年 4,5 月頃。  JA コ－ルはすでに日本人に写って 2 年目、私は SWL-JA6-1020 で大牟田市の活動

小屋大天地でこの映画を見た。 この映画の中の志村喬は「野良犬」の老練刑事役の流れでなく、むしろ「姿三

四郎」での村井半助役の演技の流れのように感じて興味深かった。 この流れは、彼の畢生の作品『生きる』の

名画面に 高に結晶する。 多分これは志村が作り、黒沢監督がそれを 100%引き出したもののように思う。 

黒沢監督はついになぜこの時期に何故この映画を作ったかは遂に語らなかったようだ。 私は彼が、デビュ－作

品姿三四郎のフイルムにズタズタに鋏を入れられた軍部や GHQ の検閲と言った手枷足枷さえなければ文学や劇

画を映画にするのじゃなくて、元から映画という娯楽付きの芸術を存分に展開する事が出切るんだア！と言って

いるように思いました。 

爆発的人気ロスの日米対抗水上を裏から見た話。（付：タ－ザン） 

ここでの古橋・橋爪選手の活躍は敗戦後の混乱期に於ける歴史的快挙でした。 こんにち我々の贔屓チ－ムが勝

つと、夕から夜にかけてスポ－ツニュ－ス見逃すべからずとばかり TV のすべてのチャンネルに跨ってハシゴ・
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ワッチを試みる、あの心境。 この記録映画は津島市市制施行記念の星空タダ映画会の観を呈した。 新市民だ

けでなく近隣の町村の人々で埋め立て地に 6 万の人を集めたとの新聞記事。 立錐の余地もなく第一上映時間

（我が家から 3 分の距離）埋め立て地へわたる橋さえ渡れないのだ。 一緒に誘った W 君が言った「遠くから

米粒見るくらいなら左手でメシ食ってもらおう」と天王川グランドを逆方向に駆け出す。 私にはさっぱり飲み

込めてないから暗闇の中彼のゲタの音を聞き逃すまいと必死こいてグランドを逆回り半周（1 周約 800m）以

上早駆した。 スクリンのあるのは戦時金属製品供出の一番手で銅像とその碑銘『片岡春吉君の像』と実物大の

羊の頭 3 個（いずれも青銅製）の銅像のない銅像台座の上、すぐ後ろに堤があってここも木の枝まで数百人がぎ

っしり、しかし背伸びをすれば殆んど高さの同じスクリンは何とか見える。 成程プ－ルを泳ぐ選手を見るに右

も左もない。 所が選手たちがメシを食べるシ－ンが出てきた。 堤の上からだけ笑声とも喚声ともつかぬ声が

上がって埋め立て地側の人々は、キョトンとしたらしい。 1 人を除いて右手に箸、左手に茶碗ごく自然何のお

かしくもないのにスクリ－ン裏から喚声が上がるとは？ そう、私が見たのは 1 人を除いて全員が左手に持憎そ

うに箸、右手に銀シャリ山盛りの丼を持ってパクついているのだから。 駆け出す前のＷ君の言った意味を漸く

理解納得した。 蛇足だが、当時 25 ヤ－ドからマイルまでのアメリカのヤ－ド制自由型のレコ－ドは、全てジ

ョニ－・ワイズミラ－が独占していて 20 年経っても誰も破る事が出来なかったのにヒロノシンヌルアシ選手は

1 マイルを除く全てのヤ－ド記録も途中計時で全部破ってしまった。 ジョニ－・ワイズミラ－とは当時のタ－

ザンで も多くのタ－ザン映画に出演した男。 彼に代わって黒白時代 後のタ－ザン映画でタ－ザンを演じた

のは奇しくも短距離水泳選手ロスでも活躍した浜口選手だった。 アメリカでオ－バ－アクションとて不評で 1

作だけでチョン。 タ－ザン映画はカラ－化しワイズミラ－が 2 本ほどカムバックした。そう成る頃はもう星空

映画会が開かれることはなくなっていた。 

ノンフィクション映画のハシリ『きけわだつみのこえ』……戦没出陣学徒の手記及び遺書。 

1942 年卒業予定の理工系大学生は 1941 年 12 月に繰上げ卒業となり甲種及第一乙合格者は殆ど上海の海軍

の教育訓練隊での訓練と演習に駆り出されたがこれはまだ良いほうだったようだ。 挙国一致大政翼賛体制下と

なった 1942 年、43 年 3 月卒業予定学徒を 42 年 8 月に卒業せしめ代々木練兵場で『学徒出陣式』と引続い

て教練演習を強行した。 降りしきる豪雨の中、地面は泥寧と化し、学生服や学帽は 1 日で泥服泥帽となり泥は

襦袢・褌に至る迄ドロドロにしたと言う。 日終講評では、「泥を恐れて戦争が出来ると思うか！顔の汚れの少

ない者は一歩前！」無理遍に拳骨即ちビンタ「戦地野戦の兵隊に謝れ、ビンタに礼を言え、シャバの言葉を使う

な、軍隊言葉で言え！」で再びビンタの陸軍用語は「有り難くありました」でなければ再びビンタもんでしたか

ら。 閲兵されたのも宮様なら学徒隊の横隊行進の先頭指揮をされたのも学徒宮様だったが訓練終了時に友人が

新しい手ぬぐいで顔を拭いた為、危うくビンタの対象となるところだったと言う。 手記に依るとビンタを吊に

来た老練下士官は顔に見覚えがあったらしく『官姓名を申告しろ！』（名前を言えでは決してない）『復誦。申

告します。ＯＯの宮Ｏ仁であります！』『ようし！』で宮様を手にかけるのを辛うじて踏みとどまったと言う。 

（もし知らずにでも宮様をビンタ喰わせば不敬罪で重営倉、軍法会議もの） 

これ以降の出陣学徒は、全て 短の内務班教育（ビンタ（鬢打）の吊られ方、「鴬の谷渡り」「坂道自転車」等

の罰直中心）の後、前線の部隊員数の補充要員として各方面に送られたようだ。 もう米軍が制海権をを握って

おり輸送船と共に「海行かば水漬く屍」に直行してしまった方も多かった。 これらの学徒出陣して戦争のため

に死んだ人々の折に触れての手記や遺書、それらは血の絶叫、魂の叫びなのだが、一方で戦争の空しさ人命と引

き換えるべき価値ありや?を反省させられ反戦思考を呼び起こす物だった。 1949 年に出版されベストセラ－。 

1950 年 

今は死語、当時の「戦後語」ワッカッカナ－? 

当時、まだ、省線萬世橋駅は爆弾攻撃で完膚無き迄に破壊されたままだった。 良く見ると今も修復された煉瓦

壁の回りにある古煉瓦には沢山の爆弾破片で抉ぐられた穴が相当数数えられるほどだ。 この駅はアメリカ戦略

爆撃の対象になる丈けの理由があったのです。 と言うのは駅名が駅名だけに東京や習志野千葉地区の師団や連

隊が戦地に出征するに当たっては上野からや両国、東京、品川などの各駅から各都電通りを通って分隊行進して

萬世橋駅に達し、ここから専用の軍用列車で横浜なり宇品なり下関なりに輸送されて行った詰まり一般大衆の戦

意高揚の為のデモンストレイションをし続けた軍国主義の権化のような駅だったのでしたから。 1954 年春私

が東京を去る迄は少くともこの駅の前後にはまだ曲った錆ついたレ－ルの引込線の残骸が残っていました。 

『都電』と云いました。 「東京都は戦後都制が敷れたのだ」とお思いの方が殆んどの様ですがこれは大きな間

違い。 1942 年の例の挙国一致大政翼賛体制に基ずく 35 區あった東京市と東京府をひっくるめて東京都とし

て一括管理下に置く都有措置が取られたのであり大政翼賛の申し子の亡霊の一つです。 戦後 22 區に統合され

てその後数年して板橋区の一部と豊多摩郡練馬村で練馬区が誕生し 23 區の特別區になったのですが、な－んで

か、練馬区の発生以来５０年以上あたらしい區の誕生はタブ－なのか、マンネリ官員様の政治なのか竜頭蛇尾の

観ですね。 
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こうして由緒正しき滝野川區（午蒡の名で有名）、麹町區、日本橋区、荏原區、小石川區、大森區、麻布區、本

所区、深川區などが消えて新しい區名による合併区が残ったのは慥に戦後でしたが。 『戦いに敗れゴボウが大

根に』は練馬区が誕生したときの時事川柳にありました。 だからといって、都電の前の呼び名は府電ではなく

市電でした。 東横線は渋谷発の次は並木橋、代官山、…というと今の人は「そんな筈では『中目黒』貴方は何

を『祐天寺』」と云うかもですが、その先青山師範は第一師範に、府立高等は都立高校に改名しました。 その

後の学制改革によって、更夫ぞれ学芸大前、都立大学に改名しました。 都立大は今もあすこにあるんでしょう

か？ 『心配なら自分で見て見給え！』『君ンチ』『僕んち』『…し賜え』『これから君ンチに行っていいかい？』

『いいとも！何時でも遊びにき賜え』などの言葉は聞かれなくなった。恐らく麹町区や本郷区と共に消えた言葉

ではなかろうか。 

チンピラやくざ用語も社会の底から浮上がって来た。 言葉の天地を引繰返えすザギン：ノガミ（銀座・上野）

地名や宿（ドヤ）中国語の金額呼称法から来たと思われる（100 元を壹百魁（イ－パイクワイ）など）ニコヨ

ン（254 円と思っている人間違い、160 元はイ－パイ（カイ）リョウ、この傳でニコは 200 円ヨンは 

4/10x100(コ）＝40 円メめて 240 円が正解。 当時の失業救済の為の復興工事人足の公定日雇賃が日当 240

円だったのです。 この日雇労働者をもニコヨンと呼んでました。 ノガミの浮浪者がニコヨンに成るのは大変

な努力と手続きが必要だったと聞きました。 このほかノガミの地下道には「浮浪児」が蝟集して居り戦災や旧

日本領土からの引揚げで家も親も財産も仕事も見放された多くの子供逹が「類を以て集まって」いたのです。 正

式には『戦災孤児』『引揚孤児』と称したらしいが一般名は『浮浪児』不労ではなく靴磨きなどして一生懸命生

活していました。 戦後言葉の『シュウシャンボ－イ』逹です。 

戦前の洋画は良く知らないが戦後すぐは美少女や美女一杯！洋画の世界。 

戦前と言っても 15 年戦争の内、子供の頃は、映画と言うと、学校の校庭や近くの天王川公園埋立地などで大銀

幕でタダ映画で見た物だ。 ベッテ－ね－ちゃんことベテイ－ブウプも何度か見たし、ミキ－マウスの初めの頃

の今よりよっぽどネズミっぽいミキマウスも見た記憶がある。 よその学校の校庭の映画も暗くなってから到着

するようにして出かけたものだ。 結構当時もイジメッ子ていたのでね。 親父も見たいか本気でイジメっこよ

けに付いてきたのか他校での星空映画で、アボット・コステロの『凸凹海賊珍騒動』というのがかかったことを

鮮明に覚えている。 他のシ－ンは忘れたが、海賊首領コステロが、ザ・ピストルを突付けてアボット船長を脅

す。 ア『？。タマあるかい？』コ『アルサ、ミテロ！』引き金を引く。 弾丸はオモチャの紐付弾丸でプスと

音がしてポトリと落ちる。 ア『…？。ドウシタ？』コ『ニホンセイダ！』（字幕：当時、吹き替えなんて便利

なものはない）そのとき早く画面では”Made in Japan !"と言ったのだそうな。 帰り道々オヤジは一人ごち

ボヤイていた。 「メイド・イン・ジャパンだと笑わせやがる、ケシカラン映画だ。…しかし考えて見るとさい

が、舶来もんに較べりゃあメ－ドインジャパンはそんなもんかも知れんて！ 皆頑張らなくっちゃ！ナ」と繰り

返し多分自分に言い聞かせていたのだと思うが、私にもメ－ドインジャパン（冥途・印・邪パンと長年覚えてい

た）は忘れじのフレ－ズだった。 戦後、洋物はマンガしか星空劇場には懸らず、希に宣伝用予告編が『ご観覧

は当津島映劇へ』の名入りで見られた。 別稿にタ－ザン映画をおさらいしたが、占領軍時代にも良いアメリカ

映画が入っている。 戦前のドイツ映画流行りはボシャッたが。 濃尾平野の真っただ中に育ちながら名古屋へ

出たのは陸軍幼年学校と旧制八高の入学試験に行ったタッタの二回だけ、戦前の洋画やら知るわけはない。 所

が戦争とは皮肉な物で田舎の我が家に東京でのと名古屋でのと、２組もの家族が夫々戦災で焼け出され舞込んで

来て都会風が吹き込んだのでした。 その風にはいろいろあったがその一つがキネマ旬報という戦前からの雑誌

のバックナンバを見せて貰う事だったし、大伯母が結構好きで名古屋で良い洋画がかかると 1 時間に 1 本のし

かもノロノロ 1 時間かかって名古屋につく電車も物ともせず息子を従えて名古屋で洋画を見て来て、いろいろ説

明と批評を聞かせてくれた。 この大叔母がカラ－映画『誰が為に鐘はなる？』（下－痢・食うパア：日本初出

のイングリッド・バ－グマン主演）を見て来て言った言葉が忘れられない。 「とにかく『映画は芸術だ』と言

ういい映画だった、 後は無茶泣かされてよう絵が見えせん位泣かされたけど」と。 大叔母の話に聞いた当時

の洋画のタイトルだけを思い出すままに並べておく。 『無防備都市』『パルムの僧院』『オ－ケストラの少女』

『情婦マノン』そしてこの『誰が為に鐘は鳴る？』(For whom bells ring ?)等等あとは忘れた。 洋画館に入

る様になったのは 1954 年 JA4HL 予備免許の年以降。 ただ題名や監督主演スタ－看板の絵では覚えている

物がある。 1950 年、短期間だったが絵筆を捨て切れないでいた私はイロハ歌留多モジリ川柳「『芸が身を助

ける』程の情けなさ」生活費に事欠いて「横文字も書ける映画看板職人募集に応募した事があり親方や兄弟子が

書いた看板の横文字部分だけを分相応の大きさ書体にして書き込んで親方が纏めると言う仕事をした。 脱線し

ておく。 場末の館でオ－ケストラの少女だったかの看板であどけないジュン・アリスンの大写しの顔を書くと

き親方が書いて「ヤッパ今日の俺にゃあこれは書けねえ！」と投げ出した事とがある。 「手本あるならこの子

は一度書いてみたいと思っていた、ちょっと書かせて！」と志願した。 看板描きは絵描きの感覚で無くペンキ

屋の感覚でないとノビノビした絵にならないと痛感しながら何とかジュン・アリスンを書いた。 親方は、フン

フン合点しながら傍で見ていたが仕上に近ずくと到到吹き出してしまった。 『タンクさんよう、高校二年ぐれ

えのこんな顔の彼女いるんだあ！それ書いてやがらあ！」 梯子足場から降りてチョット離れて見ると少し撓の
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立った子供顔、先輩の妹で名古屋の高校 1 年のはずのＴちゃんの顔だったのだ。 親方はその晩一杯機嫌で『こ

れからも時々絵も書いて貰おう』といって笑った。 精進潔斎でもしたのか翌朝早く親方が書いた絵はさすが、

あのあどけないがキリッとして美しいジュン・アリスンそのものだった。 ここにプロのど根性を見た思いだっ

た。 以後私は似顔絵アレルギ－になって今日まで駄目。 な－んでか私がエヴァア・ガ－ドナ－と言う横文字

を入れる時、親方の絵は気合いが入っている感じだった。 若き日の思い入れでもあったのだろうか…「美女と

野獣」は親方に失礼に過ぎるが世の中存外そんな物かも。 その後舶来デユポン社製のア－トフィルムの厚手の

ポジポジフィルムに写真を超ハイキ－に引伸ばしてそれに完全透明水彩ニスで総天然色着色して地下鉄駅ホ－

ム等の裏照明看板広告に使った時期があり頼まれて親方とは随分付合って勉強さして貰った。 偶偶或る駅で作

業中に級友 K 君にバッタリ。 翌日 K 君曰く「タンクのは絵描きって云わねえよ、あれはお子様のヌリエ・芝

居で言えばカキワリよ」の酷評。 たしかミカン山の間を走るミカンの実と葉の色の『湘南電車』（1950 年 5

月開通）の絵だったと思う。 頭に来て又エンタ（タバコはこの時代こう呼んだ）を始めてしまった関係でペン

キ屋は御法度となりヌリ絵御エカキも看板ナデナデも止めた。 皮肉にも学生時代タバコ吸わなかった旅順工大

引揚の K 君はタバコ専売の K 工場に長く勤めて工場長で定年となり彼の地に住み着いてしまった。 「人生か

くの如く不可解なり」である。 イングリッド・バ－グマンは彼に依れば古今東西を通じて 高の美形と云って

いたっけが。 学生時代の私の渾名はタンクで結構有名、自分では『何でも何処でもノタくる戦車』の事だと自

負していた。 卒業前、互いにノ－トを回しあって住所新しい勤務先などを交わしたが、10 人が十人申し合わ

せたように「『短躯』頑張れ」と『タンク（戦車）』でなく『短躯』だったのにはひどーく落込まされた。 そ

のせいもあって、同級生は 3 月卒業したが、私の卒業手続きは 7 月完了している謂わば落第生なのだ。自慢に

ゃならねえよ。。 ＄お節介じゃないジジ『介節』 

過酸化水素水「オキシフル」とその効能 

先日高速道の上で過酸化水素水を 500 リットル（家庭のバスタブ約１杯半）程積んだタンクロ－リ－が爆発し

ました。 過酸化水素（H2O2)を 34%含む水（H2O）です。 一般工業用にはこの濃度で取引されています

が、MGC 社や台湾の C 社では殆ど倍濃度の 64%過酸化水素水が製造されています。 薬局でオキシフルと称

して売っている約 3%の消毒薬は皆さんに御馴染みのものでしょう。 「オキシド－ル」も「パアヒドロ－ル」

等も 3%消毒液の商品名。 切り傷擦過傷の消毒にはもってこいの消毒効果を持っています。 分子式を見ると

只の水にもう 1 原子酸素が結び付いていて、何かの拍子にちょっとした刺激でこの 1 原子の活性の酸素（発生

期の酸素と呼ぶ）を放出して黴菌や有機物を少し焦がして消毒効果を発揮します。 3%でも普通の皮膚に付け

るとあまり激しく泡立つ事はないけど第 1 種以上の火傷に至るので、劇薬・毒物に指定されています。 薬店薬

局でオキシフルの瓶は 100 年揺すぶっていたって爆発の危険はないのです。 爆発物ではないのです。 自動

車の燃料や排気の話に付き物の触媒をご存じですね。 そう、ほおっておいても徐々に反応する者同士の反応を

一層活発にしてやるが自分自身は反応に参加しない物質を正触媒と言い、急激な反応をグっと押さえて安定状態

に保つ物質を負触媒と云います。 過酸化水素水の場合一般的には、負触媒としては正燐酸が添加されていて分

解を殆ど停止させています。 正触媒は有機物と鉄（血液の中のヘモグロビン鉄も）です。 これは高校の化学

（例えば田島栄著「高校化学」で習う殆ど常識項目でしょう。 活性の発生期の酸素の放出酸化は、半導体工業

の中ではとても貴重な 80 度摂氏以下の低温酸化を可能にして分解速度、量濃度を規制する事（定量発生装置）

で酸化膜の厚みと範囲コントロ－ルを可能にしモノリシック LSi でも n-MOS や C-MOS 化して複雑な回路で

も回路化可能にした立て役者です。 も、オキシフルの低温酸化で頭髪を焼かないで色素だけ酸化分解する事

が一般に知れて『チャパツ（茶髪）』が大流行しましたが。 どちらも消毒液だからと、オキシフルと、赤チン

（鉄を含む）を使用するとオキシフルの分解酸化反応が急激に起こって高温酸化となり切り傷だけだった筈が火

傷まで負ってしまう結末になり兼ねません。ご注意を。 

今回のタンクロ－リ－の爆発も同類の、起こるべくしておきた爆発というよりは『破裂』なのですが、このタン

クロ－リ－は前日にエッチング鉄廃液を運んでをり、翌日急に呼ばれて良く内部も洗わず飛び出していったらし

いのです。 鉄液をはこんで良く洗わなければ、オキシフルより 10 倍も濃い濃度の過酸化水素が急速分解に至

るのにそれほどの時間は要しませんが、事前テストは両液を箸の先ほどの棒に着けて混ぜ合わせ数秒観察して何

ごとも起こらないからと走って東海村の臨界事故（量が少なければ起こらないことでも多量では起こり得るこれ

が臨界に達すると云う）も教訓にはなっていずノド元過ぎぬに熱さ忘れて急速な分解反応まで進んで急激な内圧

の上昇に耐えられなくなったタンクが破裂したのでした。 

良く冗談めかしてナゾナゾで、1 秒間に 2 倍に増えるバイキンがあったとする。 ある条件で容器に丁度 1 杯

になるのに丁度 24 時間かかったとすると、容器半分の容積になったのは何時間前だったか？という問題がある。 

連鎖反応が 2 つでこれだ。 その容器の半分に達するのが 23 時間 59 分 59 秒かかり残の半分はタッタの 1

秒なのです。 この冗談を知っていればタンクの破裂も臨界も少くとも『ウム？アヤシイんでないの？』と反問

する気もでたかも。 それに一般に「反応によって水を生じる」および「反応によってガスを発生する」化学反

応の速度は、温度が摂氏 10 度上がるごとに反応の速さが 2.3 倍になることが知られている。 タンクの中に僅
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かな鉄液が残っていても過酸化水素の反応は全ての条件に加速されて 後の 1 秒間でタンクの破壊限界を越え

る内圧に達し得るのです。 このケ－スではガタゴト走る揺れで撹拌されて約 2 時間で内圧が限界に達し次の

0.何秒かで大きく破壊限界を越えて仕舞ったのでしょう。 500 リットル 34%の過酸化水素が全部分解する

と 2KL のタンクの内圧は 75 気圧に達し得るのです。 鉄製の容器（ニホン語はステンと云うと鉄でないと思

う人をたくさん作ってしまうが、例えば 18-8 ステン（sus 403)はニッケル 18%,クロム 8%残りは鉄つまり

Stainless STEEL なのです。）に入れようとしたりすれば一度に発生期の酸素が発生し温度も上がって発生し

た泡が液面を押し上げて溢流するに至ります。 噴上げです。戦中はステンだのスチ－ルだの敵性語は禁句で『サ

ビナイ』若しくは『不銹鋼』と呼ぶ『鉄』でした。 フランス語では『INOX( イノックス）』です。『oxidation 

（酸化）を inhibit（抑制）する』から作られた語です。 いろいろ成分系にはありますが、いずれも不純物を入

れた合金にして鉄を緊張させてさびている暇がないようにするため緊張の度が過ぎて応力腐食には弱いことも

あります。 いろいろな薬液に強い SUS316L も高温での応力腐食には問題で敦賀の原発でのエルボ部分の応

力腐食がかなり早期に進んだことが原因とされましたが、エルボ（L 型のヒジの事）部分は鋳込んだ直後から応

力の塊ですから他の部分より 1 桁少ない期間に疲労割れが表面化するのが普通で短期間毎にチェックが必要で

す。 我々の化学プラントでも 316L は多用しますが、エルボは使う前の探傷検査も厳重にかつ 4-7 か月毎の

結晶模様検査もしやすい配置として十分調べ少しでも怪しければ必ず次の定修時に取替えるように決めていま

した。 タンクは保っても、下のエルボから液漏れしてはタンクが保つた事にならずやっぱ「洩ッタ」事になる

でしょう。 取替えのコストをけちてマ－フィ－の法則を地で行く損害拡大律の上に、工場停止に依る機会損失

をモロに被ってはトンだ藪蛇です。急ぐ余り顔を洗わないで出勤するようではオキシフルに仇き取られまっせ－。 

真空管回顧録余滴：FP54 と言う球知ってますか？（未啓発な化学教室での話） 

フラスコ・ビ－カ・ビュ－レットが三種の神器の湿式分析万能時代には、真空管で電子的測定をするなら応用物

理へ行ってやれ、とばかり破門され兼ねないバケガク教室の雰囲気でした。 質量分光分析（今の、マス・スペ

クトル）の手造りチ－ムは、一方で『電離真空計』の入手と検知回路でカント・メ－タ－からの 10 のマイナス

12 乗レベルで変化する直流発生起電力を直流増幅する真空管としてグリッド電流が、悪くて 10 の－13 乗良

ければ 10 の-14 乗レベルの高真空、高入力抵抗、増幅安定な真空管として、アメリカがドイツから巻き上げた

戦時中のドイツの技術の結晶 PB レポ－トに出現する真空管 FP54 を探していた。 教室に出入りしていた化学

機械屋業者に探してきてと引合が出た。 私は夏休みのサイドワ－クが仕舞残っていて超多忙、先生方やヒマ学

生の相手に化学教室に出入りする暇がなく貴重講義だけ出席してノ－トを完成して賃貸しする（その貸賃が高く

多くの人に貸せるのが「貴重講義」）だけだった。 秋、学園祭が近付いたが化学部は手造りで装置を作ってコ

ロイドの実験展示をやろうとしていたことは知っていた。 或日登校すると K 君がアタフタと駆けてきて『Y が

ヨ、盲腸で入院しちまってコロイド展示の目玉だあて言ってた何やら電気のもの、材料は揃ってるからヒムロな

ら、何作ろうとしたかどう作ろうとしたか一目で見抜くだろう、頭下げて診てもらえってさ。頼むちょっと見て

くれるだけでいいんだ』と。 3300 ヴォルトのネオントランス、ゴム綿巻屋内配線用故銅線約 30m、耐圧

16kv のチタンデイスクコンデンサ－、蒸留実験用リ－ビッヒの冷却管、…まあ一目で「アイツスゲエや！コッ

トレルの煙収塵機の模型を作ろうとしてたんだ！」なんのかの言い逃れたが逃れ切れず、古電線でテスラ－コイ

ル（径 50 センチ程空芯）を巻いてネオントランスとの間にコンデンサ－を継なぎ一次側としこれに直列に火花

接点を入れて賞圧火 1:20 程のテスラ－コイルとした。 冷却管の中心に銅線をゴム栓を通して固定し＋極の心

算り、－極はガラス冷却管の外側に粗－く巻いてそれぞれをテスラコイルに繋いだ。 学園祭当日テスラコイル

は快調にスパ－クして昇圧してくれるが肝腎のコットレル収塵機部分が働かない。 そこへ『見掛けない学生が

へなこい装置を作って動かなくって弱ってる、と言って来たんできてみたが一体君は電気の学生か、化学の学生

か？』後に G.ガモフ著『太陽の誕生と死』（世界で初めて宇宙のビッグ・バンを推論した書）の日本語訳版を出

された白井俊明先生だった。 装置を一瞥して、『高圧整流が無いじゃ無いか君！化学の学生だな？じゃ、仕方

がない教えてあげよう、ヤスリあるかい？』火花間隙用に銅板と銅板を向合わせてランダムにスパ－クさせてい

たのを一方を銅線の先を尖らせてタ－ミナルに差し、『これでよし！』というや早くスタスタいってしまわれた

この間数分。 しばらくアっ気とられて見送った一同がフト吾に返ってやって見ると今度はチャチャちゃんとも

うもうの煙草の煙いっ杯の冷却管に通電一瞬、煙は嘘のように文字通り雲散霧消するのだった。 板平面と対向

する尖端とでは明らかな尖端効果で尖った方から電子が飛出し易い事は知っていてもこう簡単に鑢と銅線 3 プ

ンで高圧整流器の代用を実現するのはボンクラ（盆暗）学生には難しい。 昼休に飯喰に行った時偶然白井先生

の部屋の前を通り掛かったら呼び止められた。 『君、電気の事詳しいんだってね、それで聞くんだが FP54

という真空管知らないかね？スペ－スチャ－ジグリッドの球らしいんだが、業者に探させたら皆申し合わせた様

にマツダの UN-954 という超短波用のエ－コンチュ－ブ持って来てこれですって言うんだが違うよね！走書き

の P は 9 の間違いでしょうってね』『2-3 日の間に調べて電話します、今朝の恩禮までに。目の鱗が落ちまし

た、有難うございました』と言てとんだ約束したかなと後悔した。 翌日 Y 君が昼ごろ病院を抜け出して学園祭

へやってきた。高圧整流は名案が浮ばなかったんで何も用意してなかったんでどうしたかなと思っていたんだが

夜 K から何か旨くやってた様だった、って電話だったんで本当にどうやったのか知りたくなって出て来ちゃった
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よ』『白井先生が「簡単よ」とこうしてくれたのよ。目から鱗よ』『ところで、FP54 って球探す事先生から頼

まれちゃって引受けたんだが知ねえか？』『954 ってエ－コン管持って来るって話だろ、何だか直流増幅専用

管らしいがジャンク屋にも無いんだ。 マツダの国産化アイテムにも FP で始まるのはないのだそうだ』「お祭

りす－んで日が暮れて…」仕事先に行ったら運良くマツダの真空管の人が偶店に来ていたので、尋ねたら『それ

どこの研究所か？特注リストにあるよ。 マツダでは UX-54 って言うんだが FP-54 のアイテム・ライセンス

と書いてある。 スペ－スチャ－ジグリッドつまり空間電荷格子 4 極管でトップグリッドよ、研究用ってあら－、

概算納期 6 ヶ月ってよ。 直だよなこんなのは』でしょうがなく店電借りて白井先生に電話して先生の声で直接

発注していただいた。 『タンクさんすげえ先生知ってるんだあ』て事になった。これが決め手になって近くの

球ジャンク屋に勤めるのはもうチョット先。 冬休み明けか、「白井先生と Y 先生が呼んでるから行ってみな、

良い話らしいぜ！」と複数の友人から知らされた。 UX-54 が入荷して直流増幅回路は旨く出来たが他の業者

が一杯置いて行った UN-954 で同様な、但入力抵抗は当然低くていいが、増幅率の整数比の直流増幅回路でリ

ニヤリテイ（直線性）のいいのを作ってみてくれないかということだった。 紆余曲折はあったが、結局空間電

荷格子 4 極管並にグリッドの用向きを変えさせて、ヒ－タ－電圧を控え目にしてスペ－スチャ－ジの抑え方を調

節すると結構直線性の良くなる範囲が出来、増幅率 1or2 の直流電池式の増幅器が可能となることが分かった。 

教室に報告した他余技的に某ラジオ雑誌の読者実験室に低圧シグナルトレ－サ－等を投稿採用されている。 
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パピーニュウス第 6 号（1999 年 12 月 18 日号） 

SWL 歴 50 年：1952 年 7 月末ジッゲーボウは日本人局用プリフィックスになった。 

JA 局（アメちゃん達のフォネチックスでは、ジッグ・エイブルではなくジッゲーボウと聞こえたのです、今時

の人には、アンビリ-バボウでしょうが）が KA(キンゲ-ボウ）に移って、1 ヶ月余りで、日本人局 30 局に対し

て「アマチュア無線局の予備免許」が官報に告示されたのは 日米講和条約に代わる日米行政協定なるモノが、

1952 年 2 月調印されて約半年の後の、同年 7 月 30 日でした。 当時の電波行政は、アメリカナイズされる

予定で、立法は、電波審議委員会、（今も形だけは残っている。）行政は、電波管理委員会の、委員会形式だっ

た。 皆、これはキットアメリカの FCC(Federation Communication Committee)（連邦通信委員会）の様

に開かれた電波行政になると期待したもんだ。 （だが実際は,アンチ・アメリカナイズ、の波に飲み込まれて

1959 年の行政改悪の一つとなって、官僚利権の百鬼夜行の巣の森と化すのです） 

それはさておき（（閑話休題と言います））、今の人には、文字どうり「アンビリーバボウ」な当時の「アマチ

ュア無線局」（（現在のは 1959 年の法改正により、「アマチュア局」と呼称））はどんなモノだったか一寸

その一端を書き残しておきましょう。 

1）---局と無線従事者とは別物、但しアマチュア無線局は二重人局格、然しこの為に局の操作に従事する無線従

事者資格を持つモノを選任して局の免許申請に際して「無線従事者選任届」なる書類を必要とした。 が、アマ

チュア無線局の申請は、アマチュア無線技士にしか許されず、現今の様に他の無線通信士資格者には許されなか

った。 

2）---「電波」と言うモノを出す、無線局だから、免許申請に当たっては、空中線の位置は 重要事項として指

定事項であり、緯度と経度を何度何分何秒の更に十分の一まで地図から読みとって指定事項申請書に記載しなけ

ればならなかった。 理の当然として固定局だけしか視野にはなかったのです。 電波監理局側は、地理調査所

発行、5 万分の一（2 万 5 千分の一の縮尺図がある地区については 25 千分の一）の地図の経緯線補間法による

読み出しで十分の一秒のスクエアを地図に記入して落成検査にもってきて空中線の位置と四捨五入の誤差範囲

であれば OK だが、地図を買ってきて測って計算が面倒とばかりいい加減な経緯度を記載したり、10 分の一は

00 としたりすると、落成検査の技官と事務官は、申請書の「空中線の位置」に行き空中線が設備されてない指

定事項不履行として、対応を誤ると予備免取り消し、で再申請を必要とした。 JA2 エリアでは実際にええい

ー面倒とばかり秒十分の一を 00 として申請したため、検査官の見に行った位置とその局の空中線の建っている

ところが 1 里((3.75km))以上離れて居たので再免許申請となり試験電波発射中のコールと全く別の 2 文字コー

ルで出て来た局を知り、JA2RM の落成検査に際して、事務官殿に訪ねたところ、その人のこととは限らないが

一般論だと前置きして、空中線の位置の記載は重要指定事項である旨の説明があった。 （当時の de 田舎で、

そんな地図を入手するだけでも大仕事なんだ) 

3）---移動局や移動体の免許が許可になるのは 3 年後の 1955 年 5 月。だからそれ以前は固定局だけ。 

4）---当時のアマチュア無線局に許された無線事項は、当時の部品や真空管に取って厳しいモノであった。 

4-1) 1.9 メガはなかった： 

4-2) 3.5 と 7 メガは周波数測定器の有無に関わらず、CW と A3-Fone と別々の僅か 2,3 個の周波スポットで

許可された。誤差が厳しかったので専業のメーカーに周波数を指定して注文するか、目的周波数より低い軍ジャ

ン水晶発振子を自分で磨いて、周波数をゼロインする必要があった。 

1952 年 7 月具体的に指定された 3.5/7 メガのスポット周波数は、 

  3.5 メガ--- A1 忘れた。 しかし 2 波。（第一級のみ） 

  A3: 3525kc/s １波（第一，二級全局） 

  7 メガ--- A1: 7032.5；7065；7075Kc/s の 3 波：（第一級のみ） 

  A3: 7050；7087.5kc/s の 2 波：（第一，二級全局）合計しても 5 波でした。 

  （但し予告された周波数は 7087.6kc/s） 

これらのバンドは、警察無線（BC611 ウオーキートーキー使用）と米占領軍 JA 局の CW バンドだったのだ。 

アマチュア無線技士にしかアマチュア無線局は申請できず年二回の国家試験、2 アマも一期に第一次と第二次と

二度の試験に臨まねばならなかった。 私は、雪の大根畑を昇って丸山の、中野無線で第一次を第二次は神田錦

町の電機大学で受験した。 （二級は CW なしのいわば電話級で 3.5/7 メガの 3 スポットのみと 50 メガから

上） 
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4-3) 14 メガサイクル以上も、法第 81 条（旧法）及び 37 条の要件を満たす、精度、確度のヘテロダイン周

波数測定器を所有稼働測定できる局は有周測、それ以外は例え舶来の BC-221 吸収型波長計であろうとテス

ト・オッシレーターであろうと、無周測であった。 有周測と無周測では、出力上限が制限され（無周測は 10W） 

たのみならず、ガードバンド幅が著しく異なった。 

（14 メガ以上）例えば・・・ 

 14 メガ： 無周測: 14.080--14.270Mc/s に対し、  

  有周測：14.010--14.340Mc/s ((１級局上限 500W)) 

 21 メガ： 21.120--21.330Mc/s に対し、 

  有周測：21.013--21.437Mc/s ((1 級のみ上限 500W)) 

 28 メガ： 28.200--29.500Mc/s に対し、 

  有周測：28.025--29.675Mc/s ((１級局のみ、50W)) 

と IARU の規定に従い、CW の入門者クラスは、8 メガ以下,50 メガ以上が守られた。 

4-4) 50/144/1200 メガ・バンド：50 は今と変わらないが、144 は 144--148 と広かった。 430 メガ

バンドはなく 144 の上は直ぐに 1200 メガという、真空管では到達できない雲の上であった。50/144 はヘ

テロダイン周波数計が効かず、レッヘル線測定で、かなり精度良く波長が測れるので、無周測でも上限の 50W

まで許可にはなったが、落成検査での TVI テストで「処置」されて 10W に制限される局が相次いだ。 

4-5) その他の検査：無線設備基準に規定される諸設備、特に： 

A) 高圧部の絶縁と保護 

B) アンテナ避雷切り替えスイッチとアース。 

C) 電源スイッチの纏めとナイフスイッチ化。 

D) 3.5/7 メガマスターオッシレーターの VFO のついていないことの確認。 

E) 3.5/7 メガ水晶の誤差測定。基準に入らねばその場で処置させられそれで入らねば、そのスポットは不

合格オミットされた。 

F) 免許状の掲出／常備すべき免許書類の控え、電波法規集、無線検査簿（通しページ数が全ページに亘っ

てインク又は墨書で記入されていることの確認。）業務日誌、その抄録、（6 ヶ月毎の運用時間届け用

の集計紙）等々の、必要書類。 

G) 正確な時計。なるべく、オペレートする位置から見易いところに掛けるか置くタイプ。腕時計は、はず

して隣の部屋に脱ぎ散らかしたズボンのポケットに入っていたりする可能性あるので不可。事務官と技

官が、必ずセットで検査に来た。これら指定事項、検査事項、の検査に当たっての要領が事前にほぼ正

確にラジオ雑誌に予報された。これがなかったら、何人たりとも、落成検査準備と検査までの不安は大

魔人を迎え撃つ寄りも甚だしい恐怖に曝されたに違いない。 

SWL 歴 50 年：本免許第 1 号は、1952 年 8 月、JA1AB 局でした。 

「ラジオ技術」誌この年の 8 月号に「2 級局に 適な通信型受信機」の紹介として、市川洋さんの製作記事がで

ました。 てっきり、じゃ市川さんは 2 級局かと思っていました。 JA1AＢは国内に相手が居ない状態(つま

り第一号は相手がない。）で本免許になり、勝手が違ったことでしょう。 私は、8 月の末、7032.5kc/s で

CQ を叩く JA1AB 局を聴いてあっ市川さんは 1 級局なのだと慌てた鮮やかな記憶があります。 

当時の手続き順序としては、予備免許が来たら、設備と備える物を完備し、「工事落成届」と[試験電波発射届」

を提出、/~こちらは、JA4HL・・・・試験電波発射中本日は晴天なり、只今試験電波発射中。」、とやって、

自作のリグ周波数が間違ってないこと、高調波が基本波より強くないこと、音が歪んでないこと、電灯線に自分

の電波が乗ってないこと,短波コイルをつけた鉱石ラジオなどでモニターして、確かめたようでした。 予備免許

中は他局との交信は御法度でしたが、一方が自発的に他方に RS レポート等の情報を送ることは大目に見られて

いました。 又試験電波発射中に限りレコード音楽など、自局の電波と識別しやすい変調を掛けて BCI 調査など

を行うことも許されていました。 工事落成届けを出すと，何時何日に検査に行くが都合どうか。と電監から問

い合わせが来て、落成検査の運びとなるわけですが、初めは電監側にも様子が分からず、大勢の事務官と技官が

検査に来たと言います。 JA1AG 局は初め 50 メガ A3 のみの免許だったそうですが、運転手を入れて 7 人

の人が検査の為に来たそうです。 何しろ戦前の超短波は、私設無線電信電話実験局が統合されて報国無線隊に

なって 56 メガで水上警察のモーターボートを使って陸上の固定局と数キロメートルの距離の交信が行われただ

けで、電監の人たちも超短波局、それも「本邦初演の」落成検査に特別の思い入れがあったとしても、無理無い

ことだったでしょうね。 
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9 月 10 月と十数局宛が、落成検査合格本免許になって、7 メガは 24 時間どのスポットも誰かの信号がいつも

聞かれるようになったのでした。 宵の口には 14 メガ A3 のラグチュウが始まり延々深夜に及ぶこともありま

した。 やる方も方だが、これをじっと聞いてる方も相当の玉よ。 私当時は SWL JA1-1024。 木枯らし

の吹く頃になって 7 メガ A3 スポットが夕方騒がしくなった。 7070 付近に 59+の A3 で LU4DJJ と言う

局が CQ ハポンを連呼したのでした。 7 メガ雀達特に CW には出られない、2 級局にとってはこれぞアマチ

ュア無線の本分と、7087.5 や 7050 からここを先途とコールする。 アンテナの高い人から拾っていったよ

うだった。 10 ワット局下も殆ど QSO 出来たようでした。 1 週間ぐらいの間毎夕聞こえていました。 そ

の内に廻りも気着いたのかその時間になると、CE2CO;CX1FB;CX2CO;CX1GB 等が、思い思いの周波数で、

A1 にも A3 にも出てくるようになり冬の夕方の 7 メガはさながら DX バンドの様相を呈しましたが不思議に見

えるのは JA 局の呼ぶところは同一周波数で団子コール、と言うことでした。 LU4DJJ は翌年冬もその特徴

ある野太い声で毎夕現れ正月（1954 年の）過ぎまでセークー・ハポン・クワレンタ・メトロスを叫んでくれま

した。 このシグナルだけは、2m ほどの室内アンテナでも受信できたのは、今考えても一寸不思議です。 

国内でも、今考えると却って不思議な事が起ってました。 或休み続きの日の朝でした。 7 メガ、A3、「ア

ーアー本日は晴天なり」少し弱いがクリヤーな電波、やがてコールサインが入り、JA2WA・・・。 北陸の円

間さん。 JA1AL の竹沢さんが呼んだ。 円間さんの驚いた声。 「どなたでしたか？私今ダミーロード代わ

りの電灯を負荷にしてアンテナが繋がってないのですが・・・？」当時は今の JA9AA 相当の北陸地方は JA2WA

からのコールサインの発給だったのでした。 それと、ダミーロード代わりの電灯で、北陸と東京と交信出来た

のです。 ((マツダの 2 重コイル白熱電球?)) 早速私は円間さんに SWL レポートを送って、一隅に赤い蟹のイ

ラスト入りの JA2WA の QSL カードをせしめて、悦に入っていたことでした。 7 メガの、ずっと上の方、ア

メリカン・フォンバンドが騒々しくなるのはしかし 1953 年の暮れ辺りからでした。 初め数日は、アラスカ

の KL7PY とアンカレッジの管制塔勤務の KL7BVY の 2 局。 やがて本土も気図いて・・・でした。大体こ

の 7 メガのアメリカンフォンバンドには、特に昼間は A*\AA（但し *＝アルファベット、H,I,J が多い、又 \= 

数字、1,2,4,7 が多かった。)なるコールサインの、MARS ((軍用補助無線局)) が跳梁跋扈していた。 7 メガ

で昼間聞こえるのですから先ずは日本国内、国外としてもそう遠くには行くまいと思われました。 

AI2AA;AJ7AA;AI4AA;等が聞かれることが多かったでした。 今ならこれらはみんな米本土のアマチュアのコ

ールサインですね。 

ジッゲーボウ時代には、JA0IJ(IouJima=硫黄島）や JA0JI はキンゲーボウの時代には、それぞれ KA0IJ と

KA0JI になっていましたが、これらと AI2AA や AI4AA がクロスバンドで QSO するのを聞いたことがありま

すが、内容は、ハムの交信ではなく、エイボーアイテム２エイボーエイボウ並の"make gavadgecan empty 

within a few day signiture,Carby"調の決まり文句式の符丁暗号でして、KA0IJ 等は、アマチュア局格と、

MARS の局格との 2 重局格を持っていたのではないかと思われます。 7 メガや 3.5 メガの水晶ならヨロシ、

に依る、バンド解放は確か 1954 年夏、（但し VFO や、VXO は駄目）しかし、人の世にインチキは、横行す

る物、・・・”柔らかい石"（水晶発振子のことを、”石”と言った。）と称して VFO を使い出す局は次第に増

えた。 1955 年アマチュア無線局には漸く雪解けがやって来たのでした。 
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パピーニュウス第 7 号（2000 年 1 月 15 日号） 

JA が米軍人局のコールサインだった頃の話 工業界では、？ 

読者各位、高層ビルでも家庭でも日本人の体位向上に大きく貢献しているのは、ガラス板で、佳く日が射すせい

ですが、では一体、日本で板ガラスが連続生産されるようになったのはいつ頃でしょうか、ご存じですか？ 其

れまでは大径の鉄の円筒ドラムに溶融ガラスを流して、ガラスのたれ速度より一寸速い速度で回して、厚みを揃

え、放れいして未だ粘りの十分にある頃合いを見計らって、ガラス円筒を裂き１枚ものの切り板にするため平面

プレスしてさましたのだそうです。 ですから BATCH 操業で、或おうきさごとの、きりいた生産だったわけ。 

戦後の復興が遅れる中で、GHQ が調べてみると、板ガラスが払底し、納期遅れが、PERT グラムのクリチカル

行程になっていることが解り、アメリカ商工省の肝煎りで、半田浴上フローチング連続法が、技術導入されて工

場生産が始まったのが 1952 年の早春でした。 これ以来「ガラス越しの顔」などの形容詞は死語となったの

です。 

技術の出しもとは、後に、シンクタンクの名で勇名を馳せた,PPG でその名の如く、ピッツバーグ・板ガラスで

して、この技術を世界中に売りからかして、板ガラスからは足を洗いシンクタンクに向かいわずか 5 年後には、

ソニー（東通工）に、銅張り積層板と、積層板に貼り付ける糊の他一般の接着剤も売りつけています。 糊付き

銅箔は、プライオ・マスター、接着剤は、ボンド・マスターと商標込みで売りつけて、お金をもいでいったんで

す。 ペニスの上人と言われながら。 それでもソニー（未だ東通工）でしたが、トランジスターラジオの商標

は始めっからソニーで、5 石の完成品と、ラジオ少年・青年用の組立キット 4 石キットが売り出されましたが、

もうそのころは、JA の日本人局が 1000 局を越えていた頃でしたから・・・とばします。 石炭と鉄は、切っ

ても切れない（当時は、）補完関係にあり、戦中濫掘の炭坑は根本的にやり直さねば大事故のおそれがあり、そ

うかといってその支柱の鉄のほうはと言えば溶鉱炉を半分に仕切って、燃料節約の半炉操業、石炭は配給制度で、

鉄にばかり回すわけには行かなかったのです。年々自動車用のプレス用鋼板やフカシボリ用の薄い板で、アメリ

カの言いなり価格で、買話されていたのでした、今は/も逆の立場で、おかしくなっていますが、言いなり価格

でならお愛顧でしょうに。 

1）---局と無線従事者とは別物、但しアマチュア無線局は二重人局格、然しこの為に局の操作に従事する無線従

事者資格を持つモノを選任して局の免許申請に際して「無線従事者選任届」なる書類を必要とした。 が、アマ

チュア無線局の申請は、アマチュア無線技士にしか許されず、現今の様に他の無線通信士資格者には許されなか

った。 

かく申す私も、工業規格が、戦前戦中の日本標準規格 JES から何時 JIS になったのか覚えてはいません、会社

に入った 1954 年には既に JIS でした。 戦争末期、JES は戦時規格として改変され、全ての合格判定の項が、

1 回以上の使用に耐えるものは合格、代用品でも材質が違おうが、使えるなら皆々合格品だったでした、こんな

んに規格って要りますか？ 臨時規格で、丸の中に臨の字で、臨ジェスと言い粗悪品繰り返し使用に弱いものの

代名詞として通用しました。  早く言えば、遅く言ってもですが、私の心体とも臨ジェスですから、もうガッ

タガタなのです。 血液ガッタガタだけでなく、全部です。 自動車工業では、乗用車は日産の、箱形ダットサ

ン 830cc とトヨタの”観音開き”4 ドアのトヨペット。 トラックでは、何てったって、五十鈴、日野。日産

と日野は戦後、20 年の技術の遅れを取り戻すためにそれぞれ、オースチンとヒルマンと技術提携、初めはノッ

クダウン生産、下請け部品が様になってきて初めて国産オースチンや、国産ヒルマンを作った。 契約終了する

とどちらも消え、日産はダットサンに戻ったが、日野自動車は、コンテッサと言う空冷リヤ・エンジン後輪駆動

のセダンを作った。 一般庶民には、高嶺の花で、店方の運搬用も「つの」ハンドルのオート三輪が大半で、三

菱水島のくろがね号、等が覇を競った。 其処え、後の「軽」に繋がる、もう一回り小さい三輪、後のアマチュ

ア無線技士、大村昆（佐々十郎との漫才コンビを解消）のコマーシャル、「見ジェット！」を有名にした、のが、

小回りの利く、牛乳配達用などにブームした。東洋工業も戦後長く、小型三輪、四輪トラックで健闘した後「軽」

のキャロルで乗用車に参入した。 このころ、日産の系列の愛知機械が、飛行機工場だった頃の技術で、コニー

と言う名の、2 人乗りの「軽」を売り出している。 

大阪では、角（つの）ハンドルの三輪や、見ジェッとの後部を客室みたいに改造し他 3 輪タクシーが流行しバタ

バ太タクシーはオート三輪のハンドルが、丸ハンドルに進化した後まで、大阪の町をバタバタ走り回った。 関

西人の見栄を捨て、実質を重んじる、心意気の現れだったろう。 

昨年本格的に売れ始めこのところ売り上げ点数では、ダントツ一位のブーマーに、昔の子供用のスケーターを、

大人用全金属製空気タイヤにした物がある。 これすべらかして学校に行ったり、会社へ出勤したりするのが今

流行らしい、60 年は遅れてる。 何がナウイ物か！昔子供の頃、町内中の子供が、仲良く順に並んで一人づつ、

町内一周ずつ滑って廻ったモンダ。 戦後直ぐ、我が母校の裏の松林にあった、照空燈陣地の武装解除と破壊に、

米海兵隊の工作大隊が、上陸してきた。 Jeep,中型 Jeep、大型幌かけトラックは理の当然、更に Jeep は皆、
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単軸２輪のトレーラーを引っ張っていた。 更にどっかで見かけたような、その子供の頃のようなスケーターを

二周りほど大きく溶接パイプを曲げてハンドルを作り足を乗せる木の踏み板の筈の後部に丁度腰掛けるに都合

いい高さ迄燃料タンクと小型エンジンを積み、後輪は明らかに飛行機の尾輪を流用しエンジンでチェーンドライ

ブする、バタバタよりはブーーーン音の 2 輪の乗り物、が付いてきた、後まで見ていたが、軍隊行動では、将校

と伝令の乗り物で、オフ・デュウチーの買い物などでも許可を貰って乗り回していました。いかにも溶接 だら

け手作り見え見えの、工作艦製らしく無骨な物でしたが、二人乗りは平気、これ本邦初お目見えのスクーターで

した。 「ウワー、コンナ国と戦争してタンだ、かないっこネーや！」が一致した皆の感想。 他にもこの嘆声

の対象になった物は、洋モク入りのレイション、すなわち野戦糧食。 至れり尽くせりの乾燥野菜から、チョコ

レートのでかいのや、ちゅういんがむやカステラ迄、銀紙に包んではいっていたのには、驚いた、当時の日本は、

アルミニウム大不足で、B-29 の編隊が、レーダー波の散乱反射用に撒きからかす細いテープ状のアルミ箔をせ

っせせっせと拾い廻って集めて鋳物工場に送り、漸くアルミ鋳物を作っていたのでしたから。 

戦後の日本の工業レベルと疲弊は、朝鮮事変がなければどの位おかしくなっていたか想像も付かないほど貧弱そ

のものでした。 更に我々、津島中学の生徒に、強烈な印象をあたえたのが、彼らの無線機、とウオーキートー

キー。 BC-610 送信機と BC-779 受信機と BC-611。オフヂュウテイーで中村遊郭までジープで送って行

くと、津島の学校から無線でロールコールがあることがあるが、BC-611 で、返事して津島にはちゃんと届い

ているほか、小牧ベースの BC-611 ウオーキートーキー同士の電波まで入感する位実用性があったことです。 

まさにレベルの差をまざまざと見せつけられ、マッつアオと言う感じでした。 

SWL 歴５０年：列車の「特 2」を覚えていますか？ 

終戦までの鉄道で話題と言えば、関門トン寝ルの開通完了の他は、東京下関間っを 3 時間っで走らそうと言う弾

丸列車、の計画の話で、夢の又夢を、軍部は、大和魂で作れると言っておりました。 客車や、寝台車には 1, 2, 

3 等があり、庶民は、3 等の赤切符、今も大抵の JR や私鉄の普通チケットが赤いのは、55 年前までの赤切符

の名残ですよ、長持ちしますね。 2 等はブルー、1 等は、白切符。  しかしその白切符が、戦後の貧乏で誰

もどうせつかわないとて、占領軍の RTO((Railroad Transportation office))の管理下に移され、更に占領軍輸

送の車両が足りないと、青切符の 2 等まで取り上げられてしまい、庶民は文字通り全員平等の「三等旅行」とな

ってしまったのでした。 数年後の朝鮮事変の特需で一気に不平等景気回復,にわか成金が不平等風を吹かしたが

り始める迄は、特に政治屋先生達が国鉄総裁を脅かして、「其れでは」と無理無理作られたのが、日本人も乗れ

る、特別二等でした。 切符の色はグリーン今の JR のグリーン車の先駆けです。 ふんぞり返って葉巻くわえ

てプカプカルンルン乗っているのは、「先生と言われる程のバカばかり」と言う川柳の題になりました。 しか

し占領軍の増加で 1, 2 等車両が優先製造され、老朽 3 等車は廃棄一方、またしても 3 等車は、窓からの乗り降

りを強いられる超満員の再現。 特二は大いに余裕があり、利用者がぼつぼつ増えたのでした。 1949 年春に

は、アメリカ人の設計による案を日本人用にサイズ直しした、リクライニングシート付きの特 2 車両が試作され、

時期尚早論が圧倒的で、使用は 1 年間凍結されました。 恐らく皆さんは切符の色は、過去も未来永劫もこんな

物か気無しに眺めてお出ででしょうが、そろそろもう 55 年、心機一転何かあっていいんでないの？ そう言え

ば地下鉄で黄色いのありますね、鉄道旅客法で規制されてるのかしら？ 

高田馬場駅の跨線橋が、当時の国鉄総裁石田禮助氏に堤・西武社長が西武線の国鉄新宿駅への乗り入れ許可を直

談判に及んだとき、西武側が作った青写真が、無断で持ち出された国鉄の青写真に赤鉛筆で書き込まれた物であ

ったため、石田禮助氏が堤を「田舎者」呼ばわりした 1951 年以来なんの改善もされていない奇跡的遺物以外

の何物でもないように思います。 皮肉なのは、何十年も経って、西武が示した計画を殆どそっくり戴いて、JR

になった新宿にて集うチーム 強の、その名も埼京線が、乗り入れたことは、皆さんもご存じの近年になっての

ことでした。 

一方、西武は、開かずの踏切解消に極めて消極的で、全国でも有数の、立体交差化の計画実行のない電鉄会社の

ようです。 この石田禮助総裁の発言がある限り西武電車は田舎者でいいのだというのがどうもエックスキュー

ズに使われているようです。 たとへ、低利の自転車振興会拠出の立体交差化資金でも、その他の低利融資でも、

出す物は舌も出さないと言われても、そりゃ当たり前、利子など払えるか、線路の方が、道路よりずっと前に作

ったんだ、後から踏切にさせられただけでも持ち出しだったんだ、国税もしっかり払ってる（因みに彼らは、埼

玉県に居住）都なり市なりが道路を下なり上なりすると言うなら協力は惜しまない、と嘯いているのだそうです。 

執念深さは、むしろ見習うべきかな? 

/~世の中、色々あるよ、色々ね、そんなことどうでもーイイジャナイカー（植木等）・・・・ハイ、それまで。 
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パピーニュウス第 8 号（2000 年 2 月 5 日号） 

「正しいアンテナ」としての Force 12 式アンテナ 

”プロが作って金取って売る「正しいアンテナ」”は HF+50 メガまでは使ったことがない、 

JA2RM/JA4HL/JA4TE オールイン１氷室です。 鶴田さんの質問も一筋縄というわけにゃー答えにくい。 

二つ以上の問題が、絡まってる見たい。 私は氷屋で、電気屋じゃないって事もあるし。 

一つ； フォース１２ってえのは、10 年くらい前、日本の CQ コマーシャルマガジンの表紙にも写真が出た事

がある、エレメント棒の途中に長えー棒が、ほぼ並行に行って帰って又行ってすることで、電気長を「かせぐ」、

反射望遠鏡で云うたら「稼ぐ連」式みたいな奴でしょう？ 要するに見かけ上、短縮コンデンサもローデイング

コイルも入れないで、分布容量だけでイムピーダンスを作り出すチュウ？ でもこれは、「プロが作って、ゼゼ

コ取って売っている」のだから、れっきとした「正しいアンテナ」の範疇でしょうよ。 私の管轄を離れていま

す。 ゴメン候らえ！ 

２竜； ♪ ビーバーノンノンじゃないビバレージ、それお倍繋いで菱形にしたロンビック、これらは、一寸、「甘

茶で闊掘れ」と言うわけには行かず、電気工事店が金取って「なんぼ」でしょう？さすれば、これも「正しいア

ンテナ」と言うことでしょう？ たーだここで逃げ切れば、「男が立たぬ」とばかり一言。 

これらは、給電点の対向点に 200-400Ωの終端抵抗に無誘導抵抗を入れて先端を第一種以上の 良接地にしな

ければならないようです。 どうしても良い接地がえられぬ時は、1λスクエアー以上の銅線金網を地中 2-3 メ

エトルの深さに座布団のように広く敷き詰めて「アースマット」としなければならないようで、「闊掘れアマチ

ュア」の出る幕は無さそうです。 こうすることにより、これらのアンテナは終端抵抗の効果と相まって、「進

行波アンテナ」として機能を発揮するのだそうです。 

一般の定在波アンテナと異なることは、１λ以上の導体上に、高周波共振が起こるのではなくて、一方方向の高

周波電流を、接地点に向かって流し込むのが原理のようです。 この為の無誘導抵抗には、昔は、映写機用や、

大電流用には、照空灯のアーク用の炭素棒を使ったらしい。 今はせいぜい単１乾電池の陽極炭素棒しかなくて、

身も細る重い棚！（（思いだな！）） 

当然給電点のインピーダンスは、固定 50-75 オームなんて、同軸に御都合主義ではなくなって、200-6000

オーム位を、常時変化できる電気長の、レッヘル線フィーダーとなります。 カップラーが又大変です、進行波

型ですから、一般の送受信兼用のカップラーでは、一寸問題です。 高周波電流の流れる向きが違うのですから！

私の好きな、ダブル・パイマッチでも、送信の 適点と受信感度の極大点では、L も C もウントコサ違った値に

なってしまって、結局送受同時アンテナではないというのが結論でした。 

３つ：私が使って面白くて目茶飛んだバカデカアンテナは、矢張り「両端接地のダブレット」・・・CQ コマー

シャルマガジンには故 AC4TF（戦前チベットで QRV した数少ないオペの一人、当時、上海特務機関の通信長）

/JA1ATF 田母上御大の紹介で掲載（1978 年 3 月号)されましたが、御大の命名では、「イメージループアン

テナ」です。 詳しくは CQ 誌のバックナンバーをご覧下さい。 ダブルパイマッチ、いや、この時のは、トリ

プルパイマッチのアンテナマッチング回路図も載っていますよ。 

田母ガミ御大が、もっとも感心されたことは、この原稿を書いて送った時点で、先生の頭にあった、両端接地だ

から、終端抵抗を入れたらどうなるか？と言う疑問を私が既に実験して、終端抵抗は不要でしかも 2 オーム以下

の 良接地が必要と実験結果をレポートしていたことでした。 （確か、同誌同号、213-215 ページご参照下

さい） 

「プロが作って銭取って売っている」とはほど遠い給電点地上高 23 メートル其処までの梯子フィーダー21 メ

エトル両ウイングエレメントそれぞれ 30 メートル行って懸垂に exponential に下がって地上高それぞれ 10m

其処から地面の中に 8 本の放射状分配線先にはそれぞれ、接地用炭素棒計 16 本。 つまり 3.5 メガで 1 波長

の先端ベントダブレットのべんトの両端を完全接地したものでした。 打ち上げ角が目茶低く 3.5 メガでは、

JA6 の局と朝 10 時頃までは、10W SSB でラグチュウが可能でローカルの連中のアンテナに 6 エリアの電波

は掠っても居らず、「氷室さん何メガとクロスでやってるの？」と訊ねられましたし、朝 7 メガで国内 QSO や

ってると、DU のタカログ語がちゃらちゃら五月蠅いので、BK して、QSY して貰ったことも 2-3 度。 朝 9

時頃まで DU が入感してました。 1972 年の、オールアジアテスト 6 月、（当時は、6 月がフォーン）当時

は日本時間０時開始/終了でヨウロッパ局などは、0 時過ぎてもいっこうに止めない。 雨の降りつずいた夜で、

アースは絶好調、ヨーロッパはブンブン唸りを上げて入ってました。 10wSSB でおそるおそる、BK して、
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「お時間ですよ」と言ったら、「JA の局でなければ信用しない！」と言うので JA2RM 送ったら 59+が帰って

きたので、ブレークが掛かったことが解りましたね。 

CQ 誌の筆者の所、JA2RM/1 になってますが、アンテナ作ったところは、元 JA2RM 設置場所 JCC#2009

津島市の、今は、市か県の文化財になってる神社社家でした。 （文化 3 年の棟札が貼ってあった由） 

長くなりましたが、そう言うことです、エレメントにどの位近ずくとボデー・エフェクトで調整が不正確になる

ことは、毎度のことで、大体解っています、大地や夏の大木の枝でもλ/8 以上、冬絶縁のいい状態での人体で

もλ/10 以上、離れて行う必要があります、出来ますか？「正しいアンテナ」で？ 

30 種以上の「正しいアンテナ」でないアンテナ作ったり壊したりしました、 海外 14 回、国内 13 回、荷物

まとめて引っ越ししたんだもの。 夜逃げもあるかモネ！73 ハイチャイ！ 

PS:そうそう言い忘れましたフォース 12 だかのエレメント途中の平行棒は、空間的にも投影的にもフォールデ

ット大ポールを形成した理ループを形成しないよう、立体配置に工夫が凝らされています。 

「正しいアンテナ」経緯を。 

つい 1 ヶ月ほど前、このメール広場に登場したのが、「正しいアンテナ」の定義、「「文科系」」の荒川さん＠

佐倉が、腹を抱えてひっくり返った、と言う名定義だった由。 

4-5 年前の話、私、JA2RM/1 で JCC#1018 田無市の時津洋の額より狭い庭のない家ウサギ小屋に、10.5m

のパイプの先にキャパシテイハットとトップローデイングコイルを入れて 3.5 (λ/4) から、50 メガ (3λ／2) 

まで乗せて、出ており、このアンテナを、「上杉・武田」アンテナと名付けて、可愛がっておりました。 何で

「上杉・武田」か？って？・・・・ 

1. 世界で有名なアンテナは、「ーーぎ」・「ーーだ」で終わることになってます。「植えすぎ・他家だ」！だ

って、「木」と「田」で終わってます、「八木・宇田」だけじゃないんです。・・・・・ 

2. 小学生のなぞなぞにあるでしょう、「うちの兄ちゃん植えすぎ他家だ！」ってえ のが、・・・心は、「上

杉武田は武将者」詰まり、その、武将者ならぬ不精者アンテナって云う意味のダブルひっかけ命名でした。 

ところが、デス。40mSSB で JE8 の何タラ、（（特に名を秘す））と QSO 中にこのアンテナの説明して、

ダブルパイマッチのカップラーで、3.5 から 50 メガまで、HF 全バンドを乗せ分けていると説明したら、「正

しいアンテナ使って上げて下さい！」と言う答えが返ってきたのでした。 「ン？」そこですぐさまショートブ

レークして、「「正しいアンテナ」ってナニャネー？」と聞いたら、間、髪を入れぬ返す答えで、「正しいアン

テナとは、プロが作って金取って売っているアンテナ、講習会で習うでしょうガに・・」ですと。 ・・・悲し

いかな、アタシャ昭和 29 年 2 月期の、第一次は、中野無線で第 2 次は、神田錦町の電機大学で、国家試験は

受けたが、講習会ってえものには、行っておりませんもので、これは知りませんで・・・と鄭重に謝っておきま

した。「正しいアンテナを使って上げないと、リグにも電波にも失礼でショウガに・・」と言われてしまいまし

てネー！ 

「正しいアンテナ」と云う、キイワードは、そおゆう意味なのでありまして、残念ながら私奴の発明造語では、

ありません。 謎の赤座布団たら、ピカチュウたらは、これでは来ないでしょうネー？ 竹原さん？ いつぞや

「１枚！」って云われたけれど NASA の情けなさで返してしまって、お目にかかれず。 尤もうちには、ピカ

チュウたら云う名のポケット・モンキーは飼っておりません！ ですから、何も座らせるものがないのです。悪

しからず。 
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パピーニュウス第 9 号（2000 年 2 月 29 日号） 

RM パピーのじじ解説：2000 年の閏年と言うことを数字にすると？ 

西日本のアメダスが、1900 年問題でドチ狂い 43 カ所もの貴重なデーターが、意味のない数字になってしまっ

たようです。 古いソフトで Y2K 学理やー出来ないことは解っていたらしいので、1 月 1 日を 1900 年に置

きなをしたまでは良かったのでしたが、惜しむらくは一般の 00 年詰まり百年ごとは閏年でない 4 年目。 しか

し 2000 年は更に次の近似項のルール、400 年に一度は 00 年も矢っ張り閏年と言う事で、1900 年とは、ウ

ントコサ、違いがあったのです。 なら、2 月 29 日無しで、3 月 1 日に日付け表示だけが変わればいいモノを、

データーまで狂うター何てーこった？真仕方ないでしょう、「会社会社の方針」でしょうから。 

では、一体この「閏年である、無いルール」は、何でこんなに覚えにくく作られていてお膝元の天文方見たいな、

気象庁で迄間違ったか、義務教育である中学で、社会科で、「閏年」は、「あるなしルール」を教えるが、「私

たちの科学」で、そのフォローがないことがまずいのじゃないか、と思われます。 現象論的に、4 年に一度あ

って、しかし 100 年に一度 00 年は平年、しかし又 400 で割れる 00 年はヤッパ閏年よ。 これは覚える際

実に紛れやすいルールです。 400 年，一人の記憶には頼れませんわな。 社会科も良いけど、数字で教えと

いておかはったらどないや？思うのは、アメダスの狂った、関西から西の人たちの気持ちかもネー？で一寸１言。 

1 年は、？ 太陽の周りを地球が自転しながら（365 回転ではない！366+α）一周する（ただし昼夜それぞれ

365 回ヅツ来る。）そして公転軌道上の元の位置に来るまでの長さで、近似値として、365 回昼夜が来るいわ

ゆる地球日（24 時間を 1 日）として表すと、365.2422 日とされています、この 0.2422 日を修正して、日

数にしわ寄せする事で、出てくるのが閏年ルールだと覚えれば、割と単純です。 0.2422 日の 1 次近似は、

0.25 詰まり、4 年に 1 日、しかし 0.25 ではヤリ過ぎ、0.01 程は返して貰いたい、詰まり 100 年に一度は平

年にする戻し、しかしこれでは 365.24 日となって 0.0022 日が足りない、そこで、1 日/400 年で 0.0025

日を足そうと言う事で、400 で割れる年は、00 年であっても平年にしないで 4 年ごとの閏年に残すことにな

ってます。 ここ迄のルールでも未だ 10000 年に 3 日返しすぎ。 平均して 3333 年に 1 日平年にしなけれ

ばならないのですが・・・私は後 10 年いきるかどうかなので、そこまでは責任もてません、3000 年程（1000

年も 10000 年も生きたいわ！）生きる、金色夜叉のお宮さん達にお任せしておきます。 

2-3 年前から、戦後教育制度の改革で、「六三制 野球ばかりが 強くなり」と言われた、新制中学発足 50 周

年記念が行われましたが、私は、当時新制高校 2 年生でしたが、天文気象万般に特に優れている故を以て、併設

中学の代用教員に任ぜられ、600 人ほどの教え子がいます。 ここで、この地学的数字と、閏年の「あるなし

ルール」を解説したらしく、「2000 年は、00 年でも閏年です 50 年の昔、紅顔の美少年の氷室貢二先生から

習ったのでよく覚えています。 皆もそうだ習ったネーって言ってますよ。」という年賀状がありました。 本

人ケロッと忘れてました。 気象庁には、残念ながら、私の教え子がおりませんでした。 紅顔の美少年も、思

えば、じじになり了せました。 
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パピーニュウス第 10 号（2000 年 3 月 3 日号） 

素晴らしき”文科系ハム”に 

ナーンデカ、12BY7 とか、6146B とか、少し気になる球の名前なので、＠庄や並にシャシャリ出ました。 

12BY7 と、12BY7A とでどう違うか、6146 と、6146B と S2001 でどうか、とか、はたまた 6146 並

の電極構造で、オーデオにしか使えない 7189 でしたっけ・・とか、その PP 用の、8 千番台の球とか、あり

ますよね、＠庄や・講習会で、中国製の球は飾りにはまことによいが、「煮炊きをしてはいけない」「「第一原

因」」は、完全にご理解いただいたようです。 これらは、「「第 2 原因」」にかなり関わります。 

5 極管の構造とビーム四極管の構造の違いは、御存知のことと前提にお話を進め刺していただきますが、色々詳

細は省略して、ビーム管は只でさえ、プレートの正面側と裏ジョウメン側では、ビーム集中して突き当たってく

る電子密度にアンバランスが出来やすいのです。 規格一杯近い動作では「片焼け」と言う症状が出て、裏正面

ではなんともなくても正面桟敷は、酔っぱらい客ばかり、真っ赤で、プレートという大向こうだけでなく、グリ

ッド土俵に近い、砂っかぶりのスクリーンまで、真っ赤になって、寿命をチジメル事が多いのです。 

12BY7 という高 gm（確か 6AG7 よりか高いと思った）でありながら、プレート板は、確か正面側と裏正面

側は殆ど切り離されていまして、その一方の下で、ゲッターが焚かれていて、この「片やけ」を助長していたの

で、電極寸法精度と共に、ゲッターの位置を余り関係のない真空管の上の吊り天井の所に持って行って、四本柱

ならぬビームのアンバラ原因を少なくしたのが、12BY7A の様です。 

6146 と 6146B ではこの片焼けは、目立って改善されて居て、そのため、規格一杯近くでも無理が利くよう

になってます。 S2001 でも電極構造や精度はいいようですが、ゲッターの位置の工夫が無く、九ジンの功を

一気に欠いている感があります。 7189 でしたっけ？B の無い頃の 6146 並、このもじり球の 8 千番台は更

にもっと片焼け死相な球デスよって、左様ご承知あれ、とご注意申し上げておきます。 詰まり、無理どころか

たった一度の張り切りで、腹切り同様の焼け球に変シーンです。 そんな死相が見えるんですわ。 

832A, 829B 涎垂らすて指くわいて見てました。 専用の、米国製の、球足に無理が掛からないソケットが又

随分と高かったですよね、友人が、国産の 829B を手に入れたまでは、良かったんですが、予算大幅超過で、

見栄えは悪くないまがいの新品ソケットに挿して 144 だったと思いますが、フルパワーまで上げたとき、小さ

くピシッ！と音がして、直ぐおかしくなり、冷えるのを待って抜いてみたら、ゲッター跡の周りは真っ白で、お

釈迦になり果てておりました。 今中国製で多い、＠庄や講習会に出た、問題と似てるんです（ボタンステムの

抜き出しの所ですから）が、原因は、球自体の膨張のせいでなく、まがいのソケットの足の構造がリジッドに過

ぎて球足の膨張力を吸収しきれず、ピシッと来たものでした。 エーコン管のソケットでもよくありましたけど

も。 

イソップの寓話、狼が手の届かない、たわわに実る葡萄の房を見て、「あれは、渋い葡萄なのだ！」と言って立

ち去る、あの心境。 

そこいいぐと、2E26 はジャンクの山でしたから、何とか、使えそうなものがありそうに思って、何度か挑戦し

てみましたが、ジャンクは、80%以上、スクリン焼けと、これで発熱によりゲッターマグネシュームが再蒸発

してそれが、カソードについてしまっての事故球が多く、駄目でした。 当時、純正ステアタイト磁器「特にド

イツ製」の可使限界周波数と言われた、54 メガサイクル（この為アマチュアバンドは戦前は 28x2=56 メガ以

上だったのが、戦後は、54 メガ以下にシフトされたのです！）まで使える小型送信管が無く、807A 位が、一

寸無理無理使われていたのに、スマートな優等生ぶった GT ベースに袴の 2E26 に、過大の期待が掛けられた

のかも知れませんね？ オーデオ屋が、使うと、/~イッッパーッツ！」でお釈迦、何で送信管にあんなに高いス

クリン電圧掛けて赤く焼いて使うのか解りません。 オーデオ屋って言う人たちは！?殆どプレート電圧と同じ

くらいの高圧平気で掛けますが、807 にしろ，829B にしろ、許容規格の SG 電圧は、プレート電圧の 40%

以下の筈です。 ご注意下さい。 直ぐ野火ます。 ましてや、優等生 2E26、成型のバリに見えるような放熱

フィンなどは一切省略されているので、全くオーバー仕様での無理は利かないのでした。 2.5V フィラメント

の、直熱管 2E24 もほぼ同様でした。 

そうゆう意味から、50 まで使える球としての 6146 の B 改造は、画期的なものでもあったのでした。 今も

し、中国に「40 年の工業技術心の空白」の主犯となった文化大革命（産業逆革命）なかりせば、・・・中国製

真空管は安くていいだったでしょう。 規格や、標準、さえ、真剣になりつつあるのは、幹部技術者だけで、そ

の精神が解ってません。 ましてや「信頼性工学」は理解の彼岸です。 自動生産はまだしも自動運搬設備など

は、21 世紀の投資事項としていて、今は未だ、人海戦術で雇用 の創出を図るのが、ガイドラインです。 一木

博士や一の瀬さん達が、ソ連に真空管技術を輸出してソ連製のニッケル（プレート用材）では役に立たなくて、
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真空管工場内の空き地にニッケル精錬所を作って初めて使える球が出来てから 40 年、漸く「スベトラナの球は、

当たり外れがあまりなく使えるようになった」と言われるようになりました。 技術にも結構心構えが大切って

事だと思います。 
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パピーニュウス第 11 号（2000 年 3 月 4 日号） 

JA 局が駐留米軍局だった頃： 唄は世に連れ世は唄に連れ 

この戦後の混乱期を知らない人たちが知らないながらに歴史を繙いて語ると、なんだか唄は、リンゴの唄一つば

っかり「ばかの一つ覚え」だったようになってしまう。 これは、全く片腹痛い。 昔のマス・メデイアは新聞

と、ラジオの第１放送と、町方では第二放送、それだけ、唄は新聞には流れない。 映画も戦時中や戦後はニュ

ウス映画と文化映画の都合のいいところだけでしたから、唄なんぞは、2 の次 3 の次。 こうして物資欠乏の果

て戦いに敗れたのでした。 

唄が帰ってきました。1923 年の関東大震災の後も、復興の槌音と共に、 

    ♪家は焼けても江戸っ子の、意気は焼けない見ておくれ、、、 

    ♪オヤ、マア。アレ、マア・・・・・・ 

と言う囃子言葉付きで、誰歌うとなく、東京を中心に唄われたのだそうですが、この唄も当然復活して、戦後の

焼け跡の個人個人の整理、物資欠乏の中での焼けボックイと焼けトタンでのバラック建設の惨めさから奮い立つ、

人生応援歌として、歌い継がれたのでした。 

もう一つの大きな社会大問題は、海外に負け残った軍人他家族達の引き揚げ問題。 「どうせ、日本の船は沈め

られてしまって、200 万余の日本人は当分現地に留まらざるを得ず」でしょうと、捕虜収容所に収容されたわ

けですが、引揚者を待ちわびる家族の気持ちの唄や、異国の収容所、特に極寒シベリヤ奥地で帝政ロシヤ時代の

政治犯並の、重ノルマを課されて働かされても、何とか故国の土にたどり着くまでその日までと互いに励まし合

った「異国の丘」は、GHQ の差し止めを受けることなく、採譜されてラヂオの「ラヂオ歌謡」にも上り、折か

ら始まった今もつずく不朽の名番組「日曜素人のど自慢」のトップソングをつずけました。 「岸壁の母」が出

てくるのは全ての引き揚げが終わってからです、「悲願 10 年今日も尚・・・」なのでした。 

お父さんの帰りを待ちわびる名曲の一つが、童謡的な「里の秋」、世界的歌姫テレサ・テンも一度だけラジオ本

番で歌ったがレコードにはせず２度と歌うことがなかったのは、この唄が一見戦後引き揚げの唄に見えるのにそ

の実、敗戦の 2 年前に作詞作曲されたが軍部検閲で「何と女々しい唄か」と抹殺された経歴が知れたからでした。 

    ♪静かな静かな里の秋、お背戸に椎の実の落ちる夜は、 

     あー母さんとたーだ二人、栗の実煮てます囲炉裏端。 

    ♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳴き鳴き夜鴨の渡る夜は、 

     アー父さんよご無事でと今夜も母さんと祈ります。 

    ♪サヨナラサヨナラ椰子の島、お船に揺られて帰られる、 

     アー父さんのあの笑顔栗の実食べては思い出す。 

耄碌扱いて 1 部分歌詞が出ない、80 歳カムバックした時の故渡辺ハマ子さんのような！ 

異国の丘や、リンゴの唄に混じって、素人のど自慢にはいくつかのラジオ歌謡が、次々登場しました。 戦後の

ラジオ歌謡第 1 作は「たそがれの夢」・・・ 

    ♪たそがれの窓を開き青いランプに明かりを灯せば、 囁きは 

     優しかったと古い日記の密かにも。アーア夢よ長閑なる、 

     悲しみは我が胸に流れてやがて消えゆく愛のワルツよ。 

なかなか鐘 3 つを鳴らす人は居ない歌曲調だった。 こののど自慢のお陰で、戦後大いに復古した歌曲に「「平

城山」」がある、各々方、読めますカナ？ 

    ♪人恋うは哀しきものとナラ山に、もとおり来つつ耐え難かりき、・・・・・ 

    ♪いにしえも妻に恋いつつ越えしとう、ナラ山の道に涙落としぬ。 

歌い方も難解な唄だった。 

そう、のど自慢が始まってしばらくして、ラジオ歌謡に、名曲ヒット曲が相次いだ。 3 曲目だったかが近江俊

郎レコード会社取締役が歌った「山小屋の灯火」。 歌い出しは 

    ♪たそがれの灯火は、ほのかに灯りて、懐かしき山小屋は、麓の小道よ。 

なのに、のど自慢に騰がってしまった人は、何故か皆、 
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    ♪やーまごやのー 

と唄って鐘 1 つ。 .更に一つおいて「あざみの歌」「山の煙」「桜貝の歌」と３連続ヒット。 余り長くなる

ので桜貝だけ紹介しておこう、これも八洲秀章作曲の 1939 年頃の戦前歌曲のリバイバルだった由。 

    ♪麗しき桜貝一つ、・・去り行ける君に捧げん、・・・ 

     この貝は去年（（コゾ））の浜辺に吾独り拾いし貝よ、 

    ♪ほのぼのと薄紅染むるは、吾が燃ゆるさみし血潮よ、 

     ハロバロと通う香りは、君恋うる胸のさざ波。 

    ♪嗚呼なれど我が思いは儚く、うつし世の渚に・・・果てぬ。 

ナツメロ「空桶」の名曲だが第一興商のリストにしかないのが残念、画面も空虚だ。 一方、歌謡曲も復興の一

路をたどり、戦前復活に、上の、近江俊郎の映画出演で、一躍売り出しの、ハーフがかったマスクと、藤原義江

（イギリス人、日本に帰化、テノール歌手、近江の伯父に当たる、昭和初年電気吹き込みレコード第 1 号発売）

譲りの甘いテノールで売った重役歌手で俳優が、吉屋信子作「月よりの使者」を主演。主題歌も歌ってヒット。 

    ♪白樺揺れる高原にリンドウ咲いて恋を知る。・・・ 

結核大流行のご時世、結核療養所、いわゆるサナトリウムでの、患者と白衣の天使看護婦との悲恋は婦人雑誌の

連載小説の常道。天下の紅涙を絞るに十分であったのでした。 

    ♪・・・・・はかなや月に泣き濡れし白衣の袖の何時乾く。 

と悲劇かと思わせて、そこへ・・・ 

    ♪幾とせ秋をさまよえど、まことの縁（エニシ）結ぶ日は、 

     月よりの使者思い出のリンドウ抱いて来るという。 

と大団円、目出度し目出度し。 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：そのころの童謡には、結構リバイバルものがあった。 

    ♪ グットバイ、グットバイグットバイバイ 

     父さんお出かけ手を挙げて、電車に乗ったらグットバイバイ 

って歌御存知でしょう？・・・これ戦後生まれじゃないんだそうです。 1950 年夏都内某所 CIE 図書館で偶々、

戦後のアメリカ流教育に関する問題のセッションで、私はこの童謡を軸に、当時の日本の児童のしつけを若干批

判しました。 丁度今流行りの、パネル・デイスカッション形式で、パネラーの一人に明るいポーラーの背広に

蝶ネク、靴は白とグレイのコンビと言うダンデイースタイルが又不思議に似合っているハイカラなお兄さんが座

ってました。 見るとパネラーの名前は、横文字で、どうやら、Tshiro Oomi と書いて有る。 まさかにこん

なハイカラなのが、「山小屋の灯」でデビュウした近江俊郎とは思えなかった。 

他のパネラーに促されて、先生が「どうしようか？」と自問しながら立ち上がり「今の学生さん、ほら、あなた、

今の歌、戦後の歌という前提で、意見を述べられましたが、この歌ね、昭和 8-9 年、ともかくずっと前の戦前

の歌ですよ、調べてご覧なさい。」と困った顔されたのでした。 これでアッ！いケネエ、敵は本物の近江俊郎

だ！と思うまもなく、会場は嘲笑に包まれてしまい、大変失礼したと全部を取り消しましたが、近江先生は「歌

がどうであれ、歌の心、歌心を今様と思えば今の世相を反映しますから、仰言ったことの意味はよくわかります

よ。心配しないで下さい」と取りなして戴きましたが、どえらい赤っ恥で！参ったことがありました。 これ以

来歌の作られた時代・背景には、特に気を使うようになったのでした。そして、私にとっては、道を教えていた

だいた人詰まり先生です。 

    ♪ミカンの花が咲いている、思い出の道 岡の道、遥かに見える青い海、お船が遠く霞んでる 

は、童謡歌手川田正子、孝子、も一人何子ちゃんだっけか３姉妹が次々歌い継いだ息の長い歌だったが、これに

纏わる作詞作曲話は、語り継がれていまして、作詞家（米山正夫だっけ？）が NHK に頼まれて、子供大会に発

表する歌を作詞して候補作品を持って根府川近くの山間に疎開して晴耕雨読していた、海沼実に作曲して貰おう

と手弁当で、出掛けたが、山の中で、疎開児童らしい一人の女の子が、遥かに見える海をじっと眺めているのを

見て、持ってった歌はどうでも良くなって、即興で感動を綴り、海沼氏に見せたところ、これがよろしい、と 2

時間程で曲を付けてくれて、この名曲が、半日も掛からずして出来上がったのだと書いていました。 終戦後も、

住む家を失った家族は離ればなれに疎開したままの生活を送っていた時代の歌詞に御留意あれ。 明らかに戦後

の歌。 
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    ♪白い煙を吐きながらお船は何処へ行くのでしょう、 

     波に揺られて島の陰汽笛がポウとなりました 

    ♪いつか来た丘 母さんと一緒に眺めたあの島を、 

     今日も一人で見ていると、優しい母さん思われる 

川田 3 姉妹がよく歌った、特に 2 人目孝子の声と歌い方にフィットして一世を風靡した歌に、「月の砂漠」が

ある。 

  ♪月の砂漠をはるばると旅のラクダが行きました。  金とー銀との-鞍置いて、2 つ並んで行きました 

  ♪先の鞍には王子様後の鞍にはお姫様、    乗った二人はお揃いの白い上着を着てました 

    ♪金の鞍には金の瓶銀の鞍には銀の瓶、    2 つの瓶はそれぞれに紐で結んでありました 

    ♪広い砂漠を一筋に二人は何処へ行くのでしょう 

    ♪朧に煙る月の夜を対のラクダはトボトボと、    砂丘を越えて行きました、黙って越えて・・・ 

    ♪行きました 

これは、一般カラオケナンバーにはありません。「三日月娘」と同じ、「大陸侵攻」のお先棒を担いだ前歴がば

れ、ブラックリスト入りしてしまったのです。 この歌は、1923 年頃当時、「大陸浪人吟遊詩人」を夢見てい

た加藤まさをが、急に結核で喀血し、療養のため千葉御宿に転地療養したのでしたが、ここには当時鳥取には叶

わないが、砂丘があり加藤はこの砂丘に王子様とお姫様のラクダを夢見て作詞し、当時大陸介入の突破口、「満

蒙開拓義勇青年隊」隊員教育用に作られた満蒙教育委員会の募集した歌に応募し唯一、入選を果たしたのでした。 

戦後の歌ではなかったのでした。 
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パピーニュウス第 12 号（2000 年 3 月 7 日号） 

ＲＭパピイの昔話：蕪村の句と天文 

春になりました、 

    ♪春の海  ひねもすのたり  のたりかな」 

寒さの遠のいた日差しの中の砂浜で凪いだ海のゆっくり打ち寄せる波の音を思わせます。 蕪村の句です。 先

だってのじじ怪説で「2000 年は閏年」を覚えていてくれた教え子達のことを書きました。 その時思い出した

のが、もう一つの蕪村の句を、紅顔の美少年氷室貢二先生から習ったという葉書が何十年も経って舞い込んだこ

とを。 

    ♪月天心 貧しき村を 通りけり」 

これを、私は、新制中学「私達の科学」の 13 か 14 の天文の話で引用して、この句は、「メチャ寒い冬の真夜

中に近い時刻の光景」と決めつけ、何故ならば・・・・と太陽の通り道「黄道」と月の通り道「白道」とそして

序でに地球の赤腹帯、「赤道」と三つの「道」を説明して、やおら、この蕪村の句のように、月が、頭の上（天

心）から照らすのは、北半球日本に於いては、冬をおいて、無いことを証明したのだそうです。 満月の時太陽

と地球と月の関係を思い浮かべると地球から見て太陽と月は、正反対の方向です。 

これだけでは、未だ、多分冬だろう程度ですね、地軸と赤道の公転面に対する傾き、23.5 度を語り、地球赤道

に対し、太陽は 23.5 度傾いて、地球の 365.2422 日に 360 度の天空を 1 周する事になってます。 実はこ

の間地球は自転を 366.2422 回余するのですが、太陽の周りを同じ方向に 1 回転するので、1 年に訪れる昼夜

回数は、365 回しか巡って来ないのです。 月は自転してないように見えますが、軌道上で 1 月にきっちり一

回自転と公転しているからいつも地球に同じ面をさらしているのですよ。 これと同じで、マイナス 1。 

天空に目を移すとそこは、地球が中心。 365.2422 日地球日を過ごすうちに、天空の星座は、366 回転しま

す。 春夏秋冬掛かって星座が一巡りするのは誰しも知ってる解ってることでしょう。 この中を太陽が段々と

後事去りして行くので、星座が段々早く上がってくるように見えるのです。 此の太陽の天空での後ずさり道が、

黄道です。赤道と黄道は上述のように 23.5 度傾いています。 春分には太陽は赤道の上ですから、此の 2 つの

道は、春分点と、同じく秋分点で交差し夏、夏至には、北緯 23.5 度、台湾の嘉義（（チャイ））の真上を、又

冬至には、南緯 23.5 度まで下がります。 南半球は暑いお正月です。 

月の天空上の往き道は、地球の公転面と、月の公転面の角度の違い約 4.5 度のずれ分黄道に絡んで黄道の±4.5

度内を右往左往します。 

蕪村の句の、天心に も近くなるには、真夜中に尤も黄道の位置が北上し、更に白道が、+4.5 度を取って満月

の位置に来た日です。 

この時の仰角角度は ＝ [90 度 - その土地の北緯度数] ＋ [黄道角度 23.5 度] + [白道角度（＋を採る）

4.5 度] 

                      ＝ [     〃    〃      〃   ] ＋   28 度 

が仰角 高値となります。 

真夜中に夏至点が通のは、太陽がほぼ冬至点の前後で、又真夜中に月が頭の上に昇るのは、満月前後問題はその

時白道偏倚が+4.5 度に近いかで決まりますが、「月天心」は、冬の真夜中と見て間違いありません、又、仰角

は、北緯 33 度の所と仮定して、 大、(90-33)+23.5+4.5 = 85 度に過ぎなかったことが解ります。 しかし、

そのこうこうと冴え渡る冬の月の下に静まり返った寒村を見たとき、庶民の暮らしを思えば、いかにも貧しき村

としか思えなかったことだろうと納得できる。 蕪村は矢っ張り素晴らしい感性を備えている、そう解説したと

覚えています。 

本人が忘れてしまいそうなことを、教え子がいるお陰で、50 年後に思い出させて貰っています、幾つも年の違

わぬ教え子にデス。 
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パピーニュウス第 13 号（2000 年 3 月 8 日号） 

JA 局が米軍人局だった頃：流行歌と、「うたごえ」： 

此の 2 極を 1 絡げにするのは容易ではない？ しかしどちらも歌 1 つ 1 つにとっては麻疹のようなもんだ。 

流行歌の方は、戦前レコード歌手として何とか千夜子が可成り東北 direct 日本語を引きずり回して歌って以来、

此のカテゴリーは定まってました。 

戦後もその手のつずきとして、「リンゴの唄」「泣くな小鳩よ」「悲しき竹笛」ややおくれて、ブルースの女王

淡谷のり子が、戦前の復活曲も取り混ぜ、ブルースを次々披露するが、「港が見える丘」「並木の雨」「小雨の

丘」などがその間で善戦する。 そこえ、唄通り殴り込むように、駐留米軍の酒保、PX で唄って評判を取った

笠置シヅ子の登場、 世の中１ペンにブギウギ、うきうきとなる。 「東京ブギ」に始まって「買い物ブギ」「セ

コハン娘」などから、・・・・此の唄の題何てった？ 

    ♪ 私は女豹だ南の海は、火を吐く山の、ウワーオワオワオ、生まれだ。 

    ♪ 月の赤い夜にジャングルで、（ジャングルで）骨の融けるよな恋をした、 

    ♪ ワーアーアーオーお、ワーアーアーオー・・・・ 

いやー何というか、型破りで、kansai-direct 日本語で「エネルギッシュ」で、文字通り、和製英語「エネルギ

ッシュ」を外来語かと思ったくらいだった。 此の笠置ブギウギの真似して 5-6 歳で素人のど自慢の鐘を連打

させた魚屋の 4 頭身のこましゃくれ娘が、み空に雲雀が揚がるが如く上がってくる、「私は町の子」「東京シュ

ウシャンボーイ」「リンゴの独り言」・・・枚挙に暇がない。「リンゴ追分」はずっと後。 

一方、労働組合再建が成って組合の青年婦人部などを中心とした活動の一環として、民音やうたごえ運動が起こ

る。 ロシヤ民謡を中心に適宜反戦歌や労働歌を交えて洗脳を図るのだが青年婦人部に入った、ミーチャンハー

チャンは、何故かこれら日本の流行歌の「ヨナ抜き」旋律にはない何かに麻疹に掛かったようになり、熱を上げ、

遂に、「原爆許すマジ」も「ああインターナショナル」もロシヤ民謡の中に呑み込んでしまう。 労働歌の中に

は、物騒なのもあり、ろしや民謡と言っても好戦的な唄もあったりする仕掛けだった。 暫くして、全国的に「う

たごえ喫茶」なるカテゴリの「サテン」が登場するが、何処の都会でも町でも先ずうたごえ喫茶の店名は判で押

したように「ともしび」だった。 

    ♪夜霧の彼方に別れを告げ 雄々しき益荒男い出て行く, 

     窓辺にかがやく灯火に 尽きせぬ思いの愛の影 

    ♪戦いに結ぶ誓いの友 されど忘れ得ぬ心の町 

     思い出の姿今も胸に いとしの乙女よ祖国の灯よ 

    ♪変わらぬ誓いを胸に秘めて 祖国の灯のため戦わん 

     若き益荒男の明かくに燃ゆる 黄金（（コガネ））の灯火 

     永久（（トワ））に消えず。 

    ♪ ・・・・永久に消えず 

どう歌ってみても「かっこよく戦場へ行こうでないの？」って感じは覆い難かったが商業主義としての「うたご

え喫茶」の店名は、「ともしび」でなければならなかった様である。 

そしてやがて「豊かなるザ・バイカル」の登場へ繋がる。 歌声登場の 1 年程してロシヤ映画「シベリヤ物語」

をみて初めて「・・・ザ・バイカル」の歌詞を理解し得た。 

    ♪豊かなるザ・バイカルの・・・で始まるほうはヨロシ。省略。 

    ♪戦いに敗れて 繋がれしひとや（（獄舎））を 

     暗い夜逃れ出て 吾が道を歩む 

ナーンデわざわざ脱走したようなんうたわすんやろか、ようわからへんかってん。 ところが、此の映画をみた

ら、アグファカラーで、よけい夕日は派手にもの悲しいわな。 そのシーンでこの聞き馴染んだ「ザ・バイカル」

が流れるのです。 

ロシヤ帝政ロマノフ朝の 後の宮廷楽師の書生だった、作曲家を志す若者が、楽師に用を頼まれて宮廷に行った

途端革命が起こり、理不尽にも拘束され人民裁判の末、シベリヤ流刑となる。 これら政治犯は生かさず殺さず

極寒のラーゲルにおいとけば、一冬で半減する勘定だという。 冬食料と燃料がつきるのだ。 夏の使役の際に

彼はオンぼろピアノを町で見つけ、ラーゲルに持ち込み調律して作曲に取りかかる、冬の厳しさを交響曲に表現



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

するために情熱を燃やして自らを暖め一冬は漸く耐え抜く。 シベリヤ交響曲が完成するというのに次の冬は予

告無くやってきて食料と燃料が十分無いことが解ると仲間と脱走する、行くも死、留まるも死。 

楽譜の紙十数枚を腹と背に縫い込んだ暖かさが彼を救う。 こうしてバイカル湖にたどり着き、生を実感するシ

ーンが、「豊かなるザ・バイカル」なのだ。 「うたごえ」にはこのストーリー無しで、唄だけ一人歩きして来

たから、何のコッチャだったのだ。 

序でに書いておくと、戦後、ロシア映画輸入の第一本目は「石の花」そして 2 本目が「シベリア物語」でした。 
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パピーニュウス第 14 号（2000 年 4 月 2 日号） 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は？(其の 1） 

平和が訪れていたモノの、殆どのことは鵜匠 GHQ に手綱をたぐられている鵜と同然だったのでした。 鈴木陸

軍大将が首相の終戦内閣は直ちに東久邇「宮様」内閣となり GHQ の解放宣言を受けて直ぐ又「民間」内閣とし

て幣原内閣が作られた。 終戦の年の秋だった。 マカーサー元帥は、直ちに幣原首相を GHQ に呼びつけ「人

権確保の 5 大改革」 の実行を迫った。 当時の色々な試験問題に良く出たので御存知の方も多い筈。 すなは

ち、 

    1)男女同権 

    2)労働者の団結権 

    3)教育の自由化 

    4)専制の廃止 

    5)経済の自由化 

でした。 

近年のこの国の政府はこのマカーサーの気持ちにも庶民の気持ちにも逆行して、3)と 4)ナドを相当怪しくして

いて、マカーサーが生きていたら大いに嘆いたことだろう。 5)も大いにしたら、不況からの立ち上がりも別の

スタイルが見られたかも。 情けない。 この問題や正解を知らない人たちの時代で民主政府と言えますかネ

ー？ 

これにより労働基準法と共に労働組合法が作られ、一挙に全国的に労働組合が結成された。 共産党の徳田球一、

野坂参三らも帰国復帰したが、まもなく戦中の行動批判を海外から浴びて失脚する。 古い物は「序でに」打破

せねばやまぬ盛り上がりでした。 

1946 年 1 月 1 日昭和天皇の人間宣言「神格否定の詔書」、又 GHQ から「公娼を容認する全ての法律の撤廃」

要求、市川房枝女史が敢然と立つが公娼街の灯を消すには何と干支一回り 12 年の歳月。 2 月人間天皇神奈川

被災地へ初の巡幸、日の丸・土下座は不要と謝絶声明。 3 月、物価統制令公布するもインフレ加速、米教育使

節団来日、31 日学制改革必要と報告内容発表。 4 月 10 日戦後初の男女同権普通選挙。 22 日から「サザ

エさん」の漫画連載始まったのですが当時の絵は、かなり素人っぽく堅く、丁度ポーパイ漫画のオリーブの角張

ったギスギスイメージを思い出させるに十分でした。 選挙の結果第 1 次吉田内閣、物価食糧問題めども付けき

らず 5 月「飯米獲得人民大会」がメーデーに遅れること 20 日ぐらいして開かれ約 60 万人の市民と労働者が都

内を練り歩き「米寄越せ」「吉田内閣打倒」を叫ぶ。 吉田が女々しくも GHQ に泣きついたとかで、同日夕

GHQ はこの大会行動は「暴動」と認定、自動小銃装備の MP/SP が出動、発砲はなく鎮静したがこの辺りから

「吉田のしげちゃんの白足袋」（ラジオ「二十の扉」で、サトウハチローが、ノーヒントでズバリ当てて有名）

がバターで汚れ始める。 ラジオ序でに言うならやがて NHK 第一放送で日曜昼 12 時 15 分からの日曜娯楽版

三木鶏郎グループの「冗談音楽」で吉田内閣は散々揶揄されるようになる。 今の NHK 役所にこのようなセン

スはない。 今に石原都知事が、東京都から出て行って呉れと言うかも知れない。 因みに吉田しげちゃんは、

大磯に住んでいた、後の藤沢バイパスは、当時ワンマン道路と呼ばれた。 銀行も大型課税がイヤなら、コンピ

ューターと電話線持って、本店を大磯でも筑波でも岡崎でも持ってきゃいいのだ！地方振興に 適だわ。 コン

ピュウターは何も東京でなきゃ動かないってモノじゃないことを忘れてんでないの？ 

まあ余計な脱線だが、君の名は？以前の聴取率のダントツ番組は、日曜娯楽版を措いてなかっただったろう。 吉

田内閣は不評を尻目に「GHQ」の威を借りてワンマン振りを通した。 

8 月初めての労働組合総同盟の大会も「打倒吉田内閣、米寄越せ」で結束堅く盛り上がる。 米はないことはな

いのだという批判が高まる。 アメリカからのララ物資としてもカリフォルニア産米が 10 万トンとか、シアト

ルとサクラメントの米政府倉庫に集積されているのに吉田政府が引き取りを躊躇していて、脱脂粉乳と玉ネギジ

ャガイモばかり受け入れている、との山積み米袋の写真（説明は新聞活字の英文）入り怪文書が流れたが、うや

むやにもみ消された。 後のジャーナリストの調査では、集積までは本当で、ララ側が日本人の米食に対する執

念が異常なモノだと知って暴動の種にならないか心配して GHQ に問い合わせたところ、日本政府も無策なので

暴動に繋がらないとの保証はないと伝えられてしまったらしい。 とすれば、矢張りしげちゃんの白足袋が問題

だったことになる。 しげちゃん自身が知ってたかどうかは問題なのだが。・・・ 

ララ物資と救恤食糧、そして「喰うモノ寄越せ」の 2.1 ゼネスト中止は次回に書きましょう。 そして更にこの

「食い物の恨み」は遠因として 1952 年の皇居前血のメーデーの暴動として火を噴く。1947 年は大変な年だ

ったのです。 
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JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は？(其の 2） 

1947 年は波乱含みに明けた。 正月早々、公職追放令が厳しく改正され、中央を逃げて地方に居座ろうとした

財界や地方役職から多くの追放者が待ったなしで指名追放された。 極東軍事裁判も小菅の A 級から始まり、直

ぐ横浜での C 級裁判も始まった。 「 食う米寄越せ」のシュプレッヒコールが全国的に高まり、遂に総同盟は

傘下組合には勿論のこと任意団体組合にも、2 月 1 日に全国一斉ストライキを呼びかけた。 確か 1 月 18 日。

風雲急を告げる思いであったが、10 日余政府 GHQ ともさしたる動きなく嵐の前の静けさだった。 明日はゼ

ネストと迫った 31 日午後四時、GHQ 名でこのゼネストを強行すれば暴徒と見なす旨のゼネスト解散命令がで

た。 2 月に入って、東京都の焼け跡著しい地区の小学校から、ララ物資による学校給食が始まった。 これが

恐らく 2.1 ゼネストを構えて、全国民が勝ち取た、ささやかな食糧施策の全てだった。 逆に 3 月には内務大

臣が警察に指令して米の買い出しを厳重に取り締まるよう指示、捕まれば買いだししててきたなけなしの米は、

なさけ容赦なく警官に没収された。 又主食供米を渋る農家も警察権により強制供出させられることになった。 

この悪法により、国民の飢餓状態は更に進み裁判官一家や、法学博士夫婦が、配給だけの生活で、餓死すると言

う痛ましい事件が相次いだ。 

一方、前年春日本国憲法草案起案を託して出来た橋本案は拒否し GHQ 案を示していて 1 年、この年 5 月 3 日

に自動発効、詰まり憲法発布となった。 「天皇は象徴」「主権在民」「戦争放棄」「人権擁護」「教育・信仰

の自由」などは、日本側案起草に際し GHQ が求めた時の文そのものだったという。 

第一回の通常国会開催中の衆参両院は、5 月 23 日、首班に社会党片山哲を指名、社会・民主・国協三党連立政

府が出来上がった。 戦後の新しい法規の大半がこの半年余りで殆ど成立を見ている。 おまけの締めくくりの

12 月には買出し食糧召し上げ法を履行した内務省を廃止に追い込んでいる。 翌 1948 年明けて直ぐの帝銀事

件、動機不明の不可解事件。 政界も同様。片山内閣急に火が消え、芦田均内閣に。首班交替。 この交替時期

に、今腐敗が問われる、地方警察本部制と新警察法が実施された。 50 年ほっときゃ腐ってもしゃーないか？

民間特に生産会社では、「制度と評価法は 5 年立ったら見直せ、10 年経ったら良くても悪くても捨てろ、5 年

10 年前の評価基準で今の現実を見て明日は語れない」が鉄則。 

民主社会は、男女平等の学校制度からと 4 月からマーカット少佐のアドヴァイスの 6.3.3.4 制の新学制度全面施

行され、義務教育が 6+3 年なので俗に六三制と呼ばれることになった。 「6.3 制野球ばかりが強くなり」 は

強烈な風刺川柳だった。 具体的には地域の高等女学校と中学校が合併して男女共学の新制高校となり、3 年生

以下は、併設中学として臨時存続、新しく義務教育に就く生徒のためには校舎ごと新制中学を新設した。 50

年余以前のこと 第一回卒業生も還暦を超える。 

7 月、マカーサー書簡により、公務員の争議禁止勧告を受け同月直ちに政令 201 号で、国家及び地方公務員の

団体交渉権と罷業権を否認。 芦田内閣 1 年持たず、10 月解散。 吉田「しげちゃんの白足袋」再び登場第二

次吉田内閣。 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は？(其の 3） 

芦田内閣が、片山内閣から引き継いだ学制改革でチョイとした不公平により、世情に関係する問題を惹起してい

る。 即ち 1948 年 6 月文部省が、国立大学設置 11 原則を発表、戦前戦中の帝国大学生の国立大学への吸収

は決めたものの（従って、台湾帝大在籍生は国内国立大学に編入）、満州朝鮮及び国内の国策学校生については

敗戦時限りとした。 これら学生の受け皿は閉じられたのでした。 職はなく所在もなく飯も食えず投げ出され

た例えば、国策学校武道専門学校俗称「武専」生などは、腹立ち紛れに右翼結社の行動隊等に参加高禄と屋根と

飯にありついたのでした。 一挙に右翼に行動力が付いてしまった。 1948 年 10 月、再び内閣は、第二次吉

田内閣。 11 月、文部省は各学校に「父兄と教師の緊密連携の会」 PTA の設立を奨励。 （今この精神いず

こ？）同月、極東軍事裁判所 25 被告に判決、東条以下 7 名絞首刑。12 月執行。11 月政令 201 号より国家

公務員については除外し国家公務員法を改正交付、こちらで、争議権を禁止、人事院を設け裁定勧告可能とした。 

クリスマスイブに突如、絞首刑されなかった岸信介等 A 級戦犯 19 名釈放。 明けて 1949 年 1 月、法隆寺金

堂壁画、模写中に 12 面焼失。 3 月ドッジ公使の経済安定施策ドッジラインが示され、次いで政府経済白書「経

済自立化への課題」公表、更に四月ドッジ公使の「超均衡予算；補給金全廃」強調更に、スミソニアン勧告為替

レート 1 ドル 360 円に固定発表が相次いだ。 

5 月、我々の生活に関係深い数え年を満年齢に呼び変えることになる法律が出来、翌 1950 年 1 月から、もう

1 年一寸同じ年を続けることになっちゃった。 人生 1 年分損したのか得したのか、井戸端も浮世床も侃々諤々

した。 それとは関係ないのにこの後、妙にオドロオドロシイ魔可不思議な事件が続発する、事の起こりは、前

年逓信省管理から国有鉄道公社に格が変わった国鉄が、余剰労働力リストラを発表したことから。 7 月 4 日国

鉄第 1 次人員整理 3 万 7 千人発表。 翌 5 日下山国鉄総裁 常磐線北千住 綾瀬間線路上で轢死体で発見。 更
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に、7 月 12 日第 2 次人員整理 6 万 3 千人発表翌翌々日の 15 日中央線三鷹駅で無人電車が突然暴走。 更に

エスカレート、8 月 17 日東北本線松川・金谷川駅間で旅客列車転覆 3 名の犠牲者。 全部迷宮入りほぼ無解決、

又は有耶無耶。 

それより一寸前 5 月だったか関東にまっすぐ北上してくる大型台風の中、プロペラ輸送機で羽田空港に強行着陸

した外人があった、シャウプ氏と言った。 日本のこの後の税金制度を決定的にしたシャウプ勧告が 8 月半ばに

出され、9:6:4（クロヨンと呼んだ）と言う不公平税制が 50 年以上続く事になるとは、神様も台風女神も見抜

けなかったらしい。 因みに当時台風には ABC 順に女の名前を付けていた。 見抜いていれば羽田への強行着

陸の際、ヒト吹きで東京湾の藻屑に出来たはず。 強運の男だったのでしょう。 (訃報 2000 Mar.28 朝刊）

竹下「散逸経済」内閣が奇しくも消費税という奇税を思いつくまで堅忍不抜の税制の芯であった。 プロフェッ

サーの冥福を祈っておこう。 
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パピーニュウス第 15 号（2000 年 4 月 5 日号） 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は？(其の 4） 

マーカット少佐は 2 階級特進したりして 1949 年春少将で日本教育制度視察に再来日、大目玉。 日本流に言え

ば「先生がこれでは仏作って魂いれずだ！」全国高中学校教員大入替。 若造先公が居残り熟年が大異動各県教

育委員会も青天の霹靂、大わらわ。 先生も心ここにあらず。 昔の郷里を知る先生が居なくなって仕舞った形。 

詰まり「刷新」荒療治。 いい校長もいい先生もどっかえ飛ばされてしまった、無味乾燥の学校。 今思い出せる

先生は皆それ以前の赤い血が流れていた先生のことばかり。 マーカット氏の思いがこんな事だったとは思えな

い！誰かが「画龍点晴」を欠いたに違いない。 魂は入らなかった。 

夏前海のアチャラで、ざこばか小松政夫みたいな顔した 1 人のボードビリアンが、Redd Foxx と改名した。 其

のせいじゃないのだが上院議員が「赤い狐狩り法案」提出、議会通過し、マッカーシー旋風を巻き起こす。 当

時黒白 TV だったから、Redd Foxx は一躍 TV 番組の売れっ子になったが数年して TV がカラー化したら普通

の狐色だったんで、急に人気もしぼんでしまった。 このマッカーシイ旋風を聞いて、日本の大学の先生達も慌

てだし 11 月、「レッド・パージ反対声明」を SCAP（解るかなあ？）(Super Commander of Allied Powers

の略詰まり連合軍 高司令官）宛送達。 しかし「蟷螂の斧」。 翌年解る。同じ 11 月、湯川秀樹博士の中間子

理論がこの年のノーベル物理学賞にケッテー！世の中中間子も内股膏薬もイッショコタ兎に角目出度い騒ぎ。 

1950 年の年賀状は、私達は「何が目出度い？」の受験生だった！が SCAP マカーサー元帥は、其の年頭教書

で日本の自衛権を強調、引いて日本を赤波の防波堤と位置ずけ期待。 赤狐狩り来襲。 時吉田第 3 次内閣。破防

法提案の動き噂さる。 5 月東北大での「イールズ博士」の講演会、学生の反対行動で阻止され北大でも中止さ

る。 憲法記念日にマカーサーは、日本共産党の非合法化を示唆している。 同じ日の東大南原繁総長の「全面講

和論の講演」を吉田首相は「曲学阿世の徒」と痛烈批判。 6 月はじめ、警察本部が、各地方本部ごと全国集会

デモ禁止通達。 6 月 6 日マカーサーが、日本共産党幹部 22 名の公職追放を指令レッドパージは始まったので

した。 （吉田内閣の閣議決定は官報に依れば、9 月 1 日）朝鮮事変勃発 6 月 25 日。 マカーサー翌日「赤旗」

発行停止 30 日間を指令。 更に 7 月 8 日、日本に警察予備隊創設、海上保安庁の大幅増強を指令。 吉田はオ

ンリー・イエスマン。 「赤旗」7 月 18 日以降無期限発行停止。 7 月 28 日新聞放送報道界のレッド・パージ

（党員以外のシンパを含む）GHQ 指令。 こうして戦争放棄平和憲法から遠出する日本の姿が始まったのでした。 

しかしこの頃から、漸く急速に朝鮮戦争特需景気と、米駐留軍の日本への増強が物資の補給を促し加速度的に食

糧補給も良くなり、ララ物資のタマネギや、オーストラリヤ QBB チーズが配給から忘れられ、木造コンテナー

の中で腐って秋葉原や台東市場の空き地に野積み放置され学生アルバイトが高給で募集され、私も行きましたが、

コンテナーの中は、完全無酸素状態の上に催涙毒ガス猛臭気充満。 側板を打ち破ってひっぺがす迄が大変。 山

が独りでに崩れるとひとしきり近所迷惑、100m は逃げなくちゃ、でしたが、数時間放置して猫車でなんとか

なるものは風上に運び選別、腐ったものは近くに大穴を掘って埋めてしまいました、夕方、タマネギの腐ってな

いものはアルバイトの奥さん達が引き取りに来て、何でも輪切りにして干して、からして、空揚げにすれば・・

という話でしたが、何しろものすごい量でした。 半月ほどしたら、新宿西口のほっ建て飲屋街の突き出しは軒

並み例外なくそれで、臭いも悪くはなかったが私は、状況を思い出してとても手も出せず口に出来ませんでした。 

多分これが後年の「文化フライ」の発祥と思われます。 

QBB チーズの腐っていない箱とチーズは別々に回収されて、組み合わされオート三輪で飴屋横町に引き取られ

ました。 今アメリカ横町と思われて「アメ横」と書かれますが、語源は「飴屋横町」デス。 この頃からかなり

急速に外食券食堂でも外食券無しで麦入り飯ややがて「銀シャリ」と称して白飯が食べられるようになりました。 

鮫洲・大井と赤羽連隊跡に蒲鉾兵舎が建ち並び、ソルジャーとサージェントが、そして代々木練兵城跡に所狭し

と将校兵舎のバラックが建ち東上線成増にも将校兵舎が建ち並び、戦後五年の焼け出され庶民には指をくわえて

見つめるばかり、♪向こう通るはジープじゃないか・・・」とオフデユーテイーに、ジープに乗り合いして「東

雲のストライキ」の洲崎や「墨東綺談」鳩の街・玉の井へ繰り出す船底帽のジーアイ（GI ＝ Government Issue 

兵士のこと )共が引きも切らず、洲崎のヤリ手ババーア奴、ショートタイムを毎週段々短縮 遂に 23 min. per 

head 迄ケチりゃーがった。 

こうして、GI がらみの仕事は結構あり、大学 1 年（現役だと何歳？)で既に喫煙歴 5 年で中毒状の私は洋モクの

必要から蒲鉾兵舎に出入して請負仕事してました。 夏休終近くの 8 月 30 日全学連の召集が掛かりレッド・パ

ージ反対総決起集会しかし翌々日の閣議で吉田内閣は「マカーサーのご意向により」閣議 終確認レッドパージ

決定。 逆に約 1 万名の公職追放者の解除を GHQ に申請。10 月 13 日 GHQ 承認。 10 月はじめ、東大駒場

でのレッドパージ反対全学ストライキ総決起大会ピケラインに、警察予備隊 1 ヶ中隊が棍棒で殴りかかって史上

初の学生警官乱闘、学内警察乱入。以降、学生運動には警官機動隊・警察予備隊は付き物となる。 警察予備隊

は後の自衛隊に発展。其の基礎となる警察予備隊令はこの年の 8 月に既に発布済み。 11 月電気事業再編成令

公布戦前からの日本発送電は電源開発に、各電力社は、9 電力会社に。 中部地方の電力会社は伝統名「東邦電
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力」から中部電力と改称した。 後に、「電力の鬼」と呼ばれた、松永安左右衛門が電発総裁に。 某大学学生新

聞のインタビューのために私が、総裁室にコネを付けさせられた。 女好きの偉丈夫だった。第一声が、「何？

君じゃなく新聞記者をよこす？ちゃんと筆卸した奴を寄越せ。女もしらん青い奴に事業が語れるか？！」96 歳

まで毎年アメリカに渡ったが、94 歳まで、芸者帯同だった。 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：マッカーサー の 洗濯屋さん。 

日除け眼鏡つば付き軍帽にとうもろこしパイプをくわえ、ロッキード三枚垂直尾翼のコンステレーション機「バ

ターン」号のタラップを下りるマカーサーの写真は有名で、割に親しみ易そうに思うが潔癖でエリ好みが強くア

ジア人に対する偏見も強く、これが朝鮮戦争の終結局面で出てしまい、彼我双方から煙たがられて 1951 年半

ば、急に罷免されて極東を去る。 後任は、覚えている人も少ないだろうがリッジウエイ中将。 因みに引きずり

降ろしたのは彼ではなく、全くの別人。 この男には大統領にのし上がる野望があったから仕掛人。 この間、6

年間、マカーサーの下着、Y シャツ、軍服洋服の洗濯を、不思議にもしっかりと任された日本人がいた。 其れ

までは気に入った従卒の洗濯でなければ決して気に入らず、癇癪を起こして窓を開けて、下着の洗濯物の山を庭

に投げ落とすこともあったらしい。 これは、後年中央公論だったか文春かで読んだ。 為に従卒は、なかなか兵

階級も上げてもらえずマカーサーの従軍将校生活中あまりに固執するのでホンの 2-3 人しか代えられなかった

らしい。 これは、下士官止まりで将校にして貰えなかった元従卒の帰国後のげろ吐き述懐。NW かタイムズで

読んだ。 

なのに、6 年間マカーサーが其の洗濯屋は日本人と知った上で、其の洗い方、アイロンの当て方、のり付けの程

度、全てが気に入って洗濯させ、ごくまれに当番兵が洗濯したりすれば直ぐ見分けて、ゴミ屑缶に投げ込んだり

窓から庭に放り投げたりしたという。 

この洗濯屋さんは、何と 35 年前氷室一家が田無に居を構える前、うちの近くに住み洗濯屋さんをやっていたの

でした。 そうとは知らず、30 年余付き合っていてクリーニングはここと決めていた。 うちの筋向かえに別の

ドライクリーニング屋が開店しても女房も娘も一向に興味を示さず相変わらずこの洗濯屋だったのです。 

一昨年独居老人していた私は或る朝突然世の中が回転しだし 119 番入院したのでした。 救急車が来て運び込ま

れるとき、近所の人々が、アレッ！クリーニング屋さんが来てない、娘さんに連絡したの？アンテナさんは？と

言ったが・・・救急車が 1 分も掛からず来ちゃったの！平和さんと大久保さんに入院したと伝えて貰えば娘の所

へ伝えて貰える手筈。 と言い置いて入院したら、2-3 日して落ち着いてから隔日毎に洗濯屋さんが、下着も寝

間着も 2 日分ずつそっくり取り替えて洗ってきて呉れるようになった。 「済みませんねえ！わざわざ取りに来

てお届けで」と言ったら洗濯屋さんが口の中で「いや、まっ何とかカントか・・」と言った、私には「マッカー

サーに・・・・」と聞こえたが、そのまま 3 週間ほど 1 日置きお世話になっていた。 或る日曜日、何組かお見

舞いがあって、この 6 月は、氷室さんが田舎からポット出て来た年には今日朝鮮戦争が始まってねえ・・・とい

う話になり、翌年マッカーサーが罷免されて・・・そうそう・・と私がマッカーサーの洗濯屋は 6 年間日本人で

ただ一人だけが気に入っていたと言う話になっていた。 衝立をずらして洗濯物を下げて洗濯屋さんが入ってき

た。 「私が其のオ、洗濯屋です。」「アー、コンチハー済みませんネー何時も。有り難う御座います。」と私。 

全然気が付いていない！「衝立の陰で一寸話し聞いてたけど、マッカーサーの洗濯屋、氷室さんは何でもよう知

って見えるねえ、其の通りで実はこの私です。」全員、偶々は入ってきた看護婦さんまで「アッ！エエーッ！」

暫くだれも言葉がない！。 

立ち話で彼が語ったところによればマカーサーは台湾で、糊エリの軍シャツを一日着て襟首が青くかぶれ、夜会

食の時に婦人少佐だかに、「将軍、誰から送られたキスマークですか？又青い口紅を誰に贈ったのですか？」と

散々揶揄されてから洗濯糊の使い過ぎと、アイロンの当て方に滅法神経質になったのだそうで、着任当時、六軒

の洗濯屋を一ヶ月近くテストして、自分の洗濯を選んでくれたのだそうでアイロンを 1 段重いのに代えさせられ

ただけでずっと六年間、着てくれたのだそうです。 青い口紅は、・・・私も台湾なら解るのですが、・・・糊

は汗や水でしめって二－三時間で真っ青にかびが生えて洗濯には使えませんし、糊ずけして畳んである新品 Y シ

ャツや作業服をそのまま卸して着ていると半日で汗で糊がゆるんで黴が生え、マッカーサーと同じ事かぶれるの

で、新品は着る前に一度ちゃんと洗濯して糊抜きして良く日に干してからしか台湾の人は手を通さないのです。 

台湾で工場をスタートさせる日、日本人グループは大きな失敗しました、其の立ち上げの日全員にまっさらの作

業服を着て貰おう、本社からお偉いさんも来ることだし、その前から渡して、間違って着て汚されても何だから

と、直ぐ前日に全員に配ったのでした。 ところが翌日全員が相変わらず、事務課長も現場課長も古作業服、事

務長が、怒って、1 時間で全員新品に着替えてこいと命令したが、皆、出来ませんと言う、今頃洗濯中でしょう、

今日は雨ですから乾くのは明日です。 事務長は、だから新品を昨日配ったろうが？と繰り返す。 「ええ、新品

ですから糊落とし洗いしてます」が彼らの答え。 典型的な文化の落差。カルチャーショック。 
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パピーニュウス第 16 号（2000 年 4 月 8 日号） 

じじ怪説：チモール島ってどんな島？ 

西マレーシアの半島の南から、これに沿って、大きい順にスマトラ、ジャワ、バリ・・と西イリアンめがけて東

へ行儀良く弧を描いて並んでいるスンダ列島の列から南に行儀悪くはみ出していやいやしている傾いた大きな

島が、チモール島です。大航海時代の植民地獲得ゲームではオランダの東インド会社（実は国営）が、チラチラ

させて他国の他の地の権益との取引道具に使おうとした島、結局半分をポルトガルに割譲して 20 世紀に至り、

日本敗戦後ポルトガルが統治放棄して、インドネシア独立後インドネシアに併呑された。 

現在の紛争の種は、この政治統治のやり取り遺恨に目が行き勝ちだが、インドネシアの苦しいときに、何時もこ

のお荷物の島をインドネシアに背負わせたくせに今更独立させよとは胴欲な！の、この「お荷物差加減」に目が

行ってないのじゃないかな？ 文部省の地理の教科書見てもまるで十把 一からげで何のこっただが、このスン

ダ列島は簡単に済まないのです。 東へ行くほど 1 島毎に性格が違って来、このチモール島に至ってはジャワ島

やバリ島のような、鬱蒼とした熱帯特有のジャングルなどは見たくてもない、ヒョットしたら大昔に丸木船や筏

にするとて木という木を根こそぎ切り取ってしまったんじゃないかと言う説も登場したほどの変わり様、殆ど草

原とブッシュ、まあサヴァンナと言ったほうが良く、作物も育たず、コーヒー栽培が時々細々と試行される程度

で、非生産的な島であるらしい、ポルトガル時代は駆逐艦と専用タンカーが食糧と水をピストン輸送していたら

しい。 そんな島。インドネシヤの砂浜になけなしの水を打つような投資と言うよりは金のつぎこみで、ようよ

う喰うには困らなくなったから独立したい、させろ！では「そりゃちと連れなかろうぜ、国連殿」と言うのがイ

ンドネシア政府国民の気持ちでしょう。 独立した後どうやって生きていくの？国連がピストン輸送係するのか

な？そんならまあいいや、が政府の割り切りかな？ 

昨晩実は、東チモールのハムと普通の交信が出来た、ポルトガルからの派遣軍人「水がないのにビーより大きい

蚊がいっぱいいる、ジャングルはないのだが---コーヒー園も畑も荒れ地に戻っている。 雨が少ないオールモ

ストノーレインだ」と。 薬で、イグアナや蛙等がいなくなったので蚊が大発生するらしい。 バランスが崩れ

てしまっているらしい。 で又薬を撒く。 きりがない。 

私が SWL を始めた 50 年前チモールは、世界中でも珍しい 2 文字+2 数字のプリフィックス CR10 だった。 

オランダ領インドシナは PK、今なら差し折りサッカーファンにモテモテだろう、CR は、5 が、サン・トーマ、

CR6 がモザンビーク 7,8 は忘れた、CR9 がマカオ今 XX9 に 9 だけが名残をとどめている。 CR10 も 4W10

と名残をとどめたら面白かっただろうに。 序でに言っておくと二桁数字 のプリフィックスは、フランスにも

ある。F11@@@デス。 ＠はアルファベット REF 連盟の SWL メンバーの会員呼称。 番号じゃないのです。 
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パピーニュウス第 17 号（2000 年 4 月 16 日号） 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は（6）－付録：「三国人」って？－ 

この程、強気の慎太郎こと、石原都知事が自衛隊の練馬駐屯地で祝典挨拶してチカジカ行われる３軍の連携演習

に「・・・・地震などの災害時に、不法入国したような三国人が、不穏な行動を起こすかも知れない、そんな時

には警察力だけでは限界があり自衛隊の力を借りなければならなくなるかも知れない、・・・」云々の発言が物

議を醸したがでは一体「三国人」って一体全体何？・・・御存知でしょうか。 其れは丁度、マカーサー元帥以

下の連合軍が日本を占領していたときの特殊条件下で派生造語された言葉なのです。 明治時代から、日本は日

清戦争で台湾を、日露戦争で南樺太を領有し、余勢を駆って朝鮮の李王朝の政治無関心につけ込んでこれを併呑

領有していました。 1945 年敗戦により、これらの併合領土は、解放されましたが、連合軍の占領下にありま

した。 戦前戦中大日本帝国臣民として日本本土というか内地に移り住んでいた多くの人々がいたわけですが、

これらの人々の立場は明らかに、本性日本人とは異なってマカーサー麾下の駐留軍ではなく、又占領されている

日本人でもないことから、日本占領の当事者でない、詰まり法的には「3rd Party」第三者であり、法的に「第

三国人」又は「三国人」と呼ばれたわけです。 占領下の、これらの人々の扱いを決めた占領時限付きの法律も

施行され、日本の法律には必ずしも縛られない人たちでありましたし其の多くが、二重国籍を取得していました。 

勿論いい人が殆どなのですが中に 1950 年 6 月（1948 年に南北分割されていた）朝鮮に動乱が起こって占領

下の日本にも米軍が増強され且つ特需で一挙に日本の景気が良くなると、この特権目当てに米軍がらみで、不法

入国してきてブラックマーケットで荒稼ぎする三国人が目立ちました。 隠退蔵物資のころがしにからんで国会

で槍玉に挙がったドンも流石にゲロはしませんでしたが、そんな国を揺るがすところから街角の闇市まで彼らの

特権が活かされた様でした。 ドンの事件は世に「世耕事件」と言います。 

この法的根拠のある「第三国人」の他に当時の文士雑誌のどれだったかで風刺論説的に中国の「中華思想」と「目

くそ鼻くそを笑う」を、面白おかしく結びつけた「三国人」怪説を呼んだ記憶があります。 誰だったか著者名

が記憶にありませんし、又、雑誌が「群像」だったようなでなかったような曖昧ですが、論旨ははっきり覚えて

います。 中華思想で中国は孤高で四囲を見下し、各四方の国を東夷・西胡・北荻（マイナス草）・南蛮と蔑み

ます。 では、四囲の各国同士の間ではどうなりましょうか？当然中華思想の影響は受けて、何かにつけ周囲よ

りは、自分を高く置くことを試みます。 然し強大中国には逆らい得ません。 勢い、四囲中の残り三国を蔑む

ことにする、詰まり「目くそ、鼻くそを笑う」に等しい近隣国を蔑む偏狭な考えが則ち「三国人」と言う表現を

呼ぶ、と言うモノです。 この響きと、「3rd Party」（当事者外）外国人が結びつくと、法律用語も「軽蔑用

語」に変身しかねませんネー！ご用心ご用心。 まあこの頃の、物情騒然の中には、そんな要素もありやがて右

翼行動隊の剣道猛者等による三国人黒幕つぶしがこれらの大物を闇から闇へ葬り去ることになります。 実際こ

の時期神田、秋葉原界隈の物流を取り仕切っていた三国人黒幕は 1952 年 5 月までに付近の住民の環視の中で

右翼が踏み込んで消されています。 
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パピーニュウス第 18 号（2000 年 4 月 20 日号） 

爺怪説：日本語をもっと楽しめば？ 

日本語が乱れたと嘆く「根暗」な方もいるが、乱れたんじゃなくて個人ベースの分化方言化したと思えば自分も

「それなりに」楽しんでいいんじゃないかな？ 先日街角ポスターで藤原歌劇団の新国立劇場公演の「ドンキシ

ョット」と言う広告を見て胸に「ドン」と「ショック」が来「マスネ」。 「ドン来ショック」でした。 マス

ネと言えば「ドンキホーテ」だ！と決めていると「ドン来ショック」です。 物語の原作はマスネじゃなくてセ

ルバンテス？でしたっけ？若い人たちのように「ドンキホーテって何だネー？」派にとっては何の問題もないで

しょう。 逆にそう言う連中に PR するにはドンキショットが効果的かもネ。 人名の読み方を一新して宣伝効

果を盛り上げた先例は、「ローマの休日」の売り出しのオードリー・ヘボン嬢を女優がヘボでは「うまくないや

ね！」とヘボン式ローマ字のヘボン先生と同じ名字なのに、同じ「ローマ」でも、こちらは「ヘップバーン！」

とまるで違った名前見たくお尻の風船破裂したような名前にした流石は宣伝部長！これで売れたのかどうかは

知らないが？故淀川長治氏によれば宣伝部長はローマ字のヘボンと言うのを「習っていなかった」由、「世の中

何が幸いするか解らないデスネー？怖いデスネー？」だそうでした。 

日本語の伝統を守ろうとするとこれ又愛想が尽きるでしょうね草臥れるほど。 ただ言い回しだけの伝統でなく、

遊び方楽しみ方の伝統を受け継いで行くというのはどうでしょう？ 例えば、北原白秋の、戦前からのアイウエ

オ唄 

    ♪アメンボ赤いなアイウエオ、浮き藻に小エビも泳いでる 

    柿の木栗の木カキクケコ、キツツキコツコツ枯れ欅、 

    ささげに酢を掛けサシスセソ、其の魚浅瀬で刺しました。 

    ♪立ちましょラッパでタチツテト、トテトテタッタと飛び立った 

    ナメクジニョロニョロナニヌネノ、納戸にぬめって何粘る、 

    鳩ポッポホロホロハヒフヘホ、日向のお部屋じゃ笛を吹く。 

    －－－－－略 

又、昭和 40 年代後半に詩人谷川俊太郎のことば遊び唄、題は「ヤンマ」 

    ♪ヤンマ逃がした 群馬のとんま サンマを焼いて あんまと食べた、 

    まんまと逃げた 群馬のヤンマ タンマも言わず 浅間のかなた。 

何かホンワカとした日本語独特の風味のようなモノと気持ちの余裕がズシリと感じられるではありませんか？ 

日本語は乱れたか？私には決してそうは思えません。 根あかだからデショウか？確かに個人ベースまで分化し

たかも知れません、が起こった現象は、むしろ「心のゆとりのなさ」では無いでしょうか？日本語を使う方も聞

く方も。 お互いに。 

ＲＭパピイのフランス話：5 月 1 日のスズラン売り 

メーデーは全てのお店が休日です。 フランスでは、大型（量販店の内、日常食品店を除く）店は必ず土日と祝

日は休業日です。 小売業は少なくとも週に 1 日半以上は休業せねばならず雇い人には続けて 2 日／週の休み

を与えねばなりません。 この為殆どのお店は土日を休みにしてしまうのでが、レストランなどは、通常の時間

割の、7/5 則ち、4 割り増し以上の人員を雇うことによって、殆ど毎日の営業が出来る体制にすることもできま

す。 時間外によってカバーすることは許されません。 なぜならフランスの労働憲章ではハッキリと「繰り返

し（2 度以上）のある超過労働は失業者から雇用を奪うモノ」と定義して排除を要求するのです。 

又、フランスの法制はローマン・カトリックを下敷きに挽いているので、これ以外の例えば、イスラム教のアラ

ブ人やペルシャ人などがそれらの人々のために正月や日曜日などに営業することは許可しています。 

然し、何が何でも休業しなければならないのが、メーデーなのです。 全ての宗教を越えてお店で働くのは例外

なく労働者だからです。 実に明快なロジークです。 ところが面白いことがこの日例外的に起こります。 其

れがスズラン売りの花屋です。 一般の花屋さんは勿論、平生は花屋の営業権はないヒトも等しく、盗品でない

売るためのスズランのちゃんとした入手ルートさえあれば、この日だけはスズランを売っていいのです。 この

ことが始まったのはかなり古くフランス人もよくは具体的には知らないが裁判の判例によるのだそうです。 フ

ランスの法律の主体は日本のような条項法ではなく判例法です。 全く同じ趣旨の判例が 2 度繰り返せば 3 度

目以降に条件が全く同じならまずくつがえることはあり得ません。 ロジークの国と言われるゆえんです。 そ

うそうそこで、一言違うことでフランスの子供の躾教育の一例にふれて置かねばなりません。 日本では子供に

スズランが花の先から根っこの端に至るまで、全体が人間にとって毒乃至猛毒であることを教えるチャンスがあ
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りますか？又は、あなた自身誰からでもいいがスズランの花びら、花粉、蜜、萼、茎、葉、そして球根、髭根の

先に至るまで、人間に何らかの毒、部分によってはトリカブト並のアルカロイド毒だと言うことを教わったこと

がありますか？今お教えしておきますので、御一家の隅々までこのことご教育下さいね。 フランスでは、冬ス

トーブは黒くても熱いこと、5 月 1 日には、スズランは可愛くても毒で、食べたり舐めたりは絶対駄目で、手に

持ったら必ず手をシャボンを着けてよく洗うことを教えます。 自分の子供だけでなく、他人の子供にデモです。 

子供の躾は、子供の幸せだけじゃなく大人社会全体にとっての問題で、共同責任なのですから。 言うことが聞

けない子供は、親がぶたなくても場合によっては他人がぶつことも多いのです。 但し頭はなでてもいけません、

打つのはお尻です。 間違えないで下さい。この位文化の落差があります住み込んだら気を付けて下さい、白眼

視されたら大変です。 間違いなく裁判沙汰です。 条項法でなく判例法ですよ。念の為。 
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パピーニュウス第 19 号（2000 年 5 月 30 日号） 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は（其の７） 

1951 年はマカーサー司令長官の「集団保障体制の中での日本の役割」と、「講和」を強調、つまり共産主義の

防波堤と講和は引き替えとする意味の年頭教書で年が明けました。 早速 1 月末ダレス長官の来日、2 月 11 日、

講和方針として、米軍の駐留は 大の要件の旨声明。 「従って」とばかり、共産党は、2 月 23 日の 4 全協で

「武力革命方式」決定、益々左傾。 一方、半島の南北朝鮮戦争は、前年秋、寒くならない中に・・とばかり中

国共産軍が、鴨緑江を渡河南下して軍事介入し北が一挙に勢を得て暮にソウルを席巻し更に速度を速めてテエグ

ウを陥れ、洛東江北岸に迫った。 この大河には橋が 1 橋しか無い、季節は冬避難民も国連軍も川に追落されて

凍死するしかないと知ったマカーサーは、怒り心頭に発してペンタゴンの同意を待たず、直ちに海兵隊と陸軍の

予備兵力を仁川に上陸させた。 いわゆる「マカーサーの仁川逆上陸」という起死回生の妙策でありました。 然

しこのこともあって、大統領を狙う、一方の雄アイゼンハウアーの懺訴にあって、間もなくの朝鮮の停戦交渉に

先立って、マカーサーは極東軍事 高司令官を罷免されてしまうのでした。 4 月後を襲ったのは当時も今も余

り名前を覚えられていないリッジウエイ中将でした。 マカーサーは、引退でも交替でもない「罷免」という事

で極東を去ったのでした。 「老兵は死なず、消えゆくのみ」のセリフを残して。 

4 月 23 日国鉄桜木町事件、木造電車モハ 63 型車両炎上満員乗客逃げられず、焼死百余人。 6 月民間放送次々

予備免許。 試験電波発射 JOOR（大阪、新日本放送「NJB」1210Kc/s）JOAR（名古屋、中部日本放送「CBC」

1090Kc/s）が同日一番乗り。 続いて JONR（大阪、朝日放送「ABC」1010kc/s）以上は 9 月 1 日から

本放送開始、以後 JOFR（福岡、ラジオ九州「RKB」 1230Kc/s）と続くが 9 月 8 日の、対日平和条約・日

米安全保障条約調印を当日のニュースとしてコマーシャル入りで流すことを得た、本免許民間放送局は以上 4 社

のみ。JOKR（東京、ラジオ東京「TBS」960Kc/s）以下の局は、未だ試験放送を始めたばかりでした。 文

化放送は数ヶ月遅れ、ニッポン放送は半年以上遅れ、ラジ関に至ってはもう何年も経過してから新規に作られた

放送局でした。 

南北朝鮮休戦開城調印 7 月。 日米講和条約が日米安全保障条約とセット調印だったこともあってか、開城交渉

は直ぐには決裂を繰り返し、漸く 10 月に入って両者が板門店の席に着く有様。 翌 11 月 14 日、天野文部大

臣が、主権が天皇→GHQ→日本国民に帰ったことから、教育勅語に代わる「国民実践要領」を発表、茲に教育

勅語は一切廃棄と宣言した。 12 月大山郁夫スターリン平和賞受賞。 こうして、アメリカのひも付きながら

念願の講和条約は成って日本の主権は昭和 26 年（1951 年）漸く日本国民の手に帰ったのでした。 
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パピーニュウス第 20 号（2000 年 8 月 23 日号） 

戦中戦後こぼれ話:三越のライオン 

東京、日本橋三越の正面入口に、獅子像が 2 基向かい合って置かれています。 戦時中諸金属資源が払底し、兵

器さえ作れないことになって「供出」と称して遊休金属製品は言うに及ばず、平生使う 小の必要数以外の鍋釜

薬缶に至るまで金属製品は供出させられ、代わりに土釜や土鍋を高い値段で買わされました。 公園の銅像など

は青銅でしたから砲金と言う様々な兵器の部品や弾丸の薬夾に必需の資源で真っ先に取り外され二宮金次郎も

陶器製に置換えられたりしました。 何々君の像等の類は碑銘版まで凝った青銅版でしたから貴重な金属資源で

ひっぺがされたまま誰の像か解らない状態でした。 

この取り外されたり切り倒されたり、引き剥がされたりした金属製がらくたは女学校の低学年女学生や、小学校

高学年生徒らによって、町内のリヤカーを借り出して引っ張れる重さ単位ずつ積み込んで 寄りの汽車電車駅特

に貨物駅まで子供達の人力で何日掛けてでもいいからと言われて運ばされました。 当時他に運搬の手段はあり

ませんでしたから、三越のライオン像はこの金属供出の割と早い時期に取り外されたという事です。 と言うの

は、とても目立つ目抜き通りの、ちんちん電車の乗客の視線の高さの辺りに鎮座していて目立つ存在で金属供出

運動の昂揚のためにはいち早く供出したことにしなければ又軍部から横槍が入りかねない存在だったから。 

ですからこの大きな 2 匹の獅子像は誰もが、戦時中にとっくに溶鉱炉に放り込まれて融かされて大砲の弾か何か

に化けて戦争で敵艦に当たって砕け散ったとばかり思っていたのです。 運命のいたずらとはよく言ったモノで

この 2 匹のライオンは、草むらに隠れて戦争の終わるのをじっと息を凝らして待ち続けていたのでした。 何と

日本橋三越から直線距離でも約 8km 離れた原宿駅東 250m の東郷神社の裏の草むらの中で、見かけよりもウ

ントコサ重かったのでしょう。 付近には潰れたリヤカーと壊れた大八車が散乱していたと言いますから、青銅

の比重は約 8.0 ですから 1 匹で殆ど 1 トンはあったでしょう。 リヤカーや大八車で運べる重さではなかった

のが幸いしたようです。 

敗戦の歳の秋、草が枯れて秋雨に濡れてライオンが顔を出しているのを通りかかった日本橋の老舗「にんべん」

の番頭さんが見つけたのだそうです。 鋸で切ろうとした痕や、まさかりで斬りつけた痕は幾つかあったようで

すが修復するのにそれほどの手間ではなかったとかで、翌昭和 21 年の春には、もとの三越の玄関の元の位置に

戻ったのでした。 

軍部、特に帝国陸軍は無謀にも、何もなくても大和魂さえあれば戦争に勝てると誇大妄想して開戦に突っ込んで

いったのですがその実、三越のライオンを大砲の弾に変えることさえ出来なかったのです。 大和魂だけでは、

いかに無意味な、そして無謀な戦争を仕掛けたモノではありませんか。 

戦中戦後こぼれ話:板ガラスの話 

江戸時代、ギヤマン、そして浮世絵ではビードロを吹く女、硝子、硝子戸が登場するのは鹿鳴館時代。 夏目漱

石の小説には好んで硝子戸や硝子障子が登場する。 硝子戸の中、と言う中短編小説もある。 時代の花形とも

言うべきで庶民生活に明るさが導入できたしるしでもあったのでしょう。 併し,,,, 

この時代から戦後に掛けての板ガラスやこれから作る鏡はそれに映る姿や顔が所々妙に伸びたり縮んだりする

モノでした。 勿論透明のガラスではその硝子を通して見ると矢張り姿形が妙に歪んで見えると言ったモノで、

これを嫌って明かり取りは擦りガラスや曇り硝子を使ったモノでした。 

現在の板ガラスや鏡では、この昔のようにガラスに映る自分の顔が妙に歪んで見えることは皆無になりましたね。 

一体どうしてこうなったのでしょう? いつ頃からか意識していましたか? 

戦前戦中までの板ガラスの製造法は、いわば手作りの延長線上の技術で、板の厚みをほぼ均一に保つ原理はシャ

ボン玉の膜厚さがほぼ全面で均一を保ちながら膨れる表面張力の原理に頼って 1 つずつ溶融硝子玉に空気を吹

き込んで丸太い円筒形に近い形に膨らまし、熱い中に切り開いてフグやイカ宜敷ロールに掛けて真っ平らに延ば

して板ガラスにしたモノでした。 いわゆるバッチ生産、切り板ガラス法でした。 

鏡用や高級硝子板用にはこの中から出来の良いモノを抜き取って、水平研磨機で両面を平行に磨き出し研磨仕上

げして作る「磨き硝子」なるモノがありました。 芸術品並みの手が掛かった手作り製品ですね。 

戦争直前、アメリカの中規模板ガラス会社で原理的に全く紛れのない均等板厚みの全く水平な平行面を持つ板ガ

ラスのしかも連続製造法が発明されていました。 
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皆さんは、箱であろうがバケツであろうが、丼であろうが水を入れれば容れ物が傾いていようといまいと水面は

どれも必ず一様に水平面を保つ事に何の疑問も感じないでしょう? これは、地球が丸いとか、地球に引力があ

るとか知られていない人間が文字を持つより少し早くから知られていて、建造物の水平や垂直を確かめる手段と

して少なくとも 2000 年の歴史がある手段だったのですね。 

一方、半田という合金をご存じですか? 260 度前後の比較的低い温度で融ける金属ですね。 この半田、錫と

鉛の合金なのですが、これ又、2000 年以上前の地中海文明時代から金属加工や金属溶接や装飾の分野で広く使

われていたのですが、その配合比は現在使われている物と殆どぴたり同じで 200 年以上変わっていないのです。 

見いだされた頃から「究極の」配合だったのですね。 

この半田と、硝子を何れもの溶融温度以上に保って溶融状態にしたらどうなりますか? 半田の熔湯の上に硝子

の熔湯が浮きますね。 それぞれの熔湯の表面はどうなるでしょう? 水と同じ事で入れ物が傾いていようとい

まいと熔湯面は何れも必ず水平水準面を保ちますから硝子溶融層は厚さに無関係に必ず理想的平行面になりま

す。 これが「究極の」連続板ガラス製造法の原理です。 解ってしまえばコロンブスの卵ですが原理自体は単

純明快、それぞれには 2000 年のノウハウの蓄積があるはずだが、その組み合わせには何と余り応用の利くノ

ウハウの実績はない。 鉛と硝子をキイワードにして漸くステンドグラスという技術分野が浮き出す程度、併し

溶融硝子をキイワードにすると何もないのでした。 これを一つ一つの技術をクリヤーして一つの生産ラインに

まとめ上げたからこそ、このノウハウは戦後世界中に売れに売れたしこのノウハウを纏めた集団は「シンクタン

ク」と呼ばれてその後プリント配線技法に関する多くのパテントやノウハウを積み上げて世界中の金銀財宝をか

き集めたのでした。 

会社の名前はもうお判りですね。そう PPG です。 ピッツバーグプレートグラス会社。 板ガラスですね。 日

本も、GHQ の肝いりで戦後昭和 27 年に日本板硝子(株)設立、技術導入しこの連続板ガラス製造が行われたの

でした。 以来窓硝子を通しても、ガラス窓に映っても私達の顔が歪まなくなったのでした。 
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パピーニュウス第 21 号（2000 年 9 月 8 日号） 

戦後のドサクサと言うけれど：一衣帯水 

近は何かに就け、4 文字熟語が取り上げられる。テレビでも他の事は丸キシ駄目だが、こと 4 文字熟語の意味

だけは知っているという一寸驚くようなカタワチックな中学生が登場したりする。 このカタワチックな 4 文字

熟語生も言っていたが、殆どの 4 文字熟語は 2 字漢語の対句、つまり 2x2 から成り立っているのに、この 4 文

字熟語は３＋１と言うテニスの選手みたいな変わり者です。 

そう、「一衣・帯水」ではなく「一衣帯・水」なのです。 つまり「1 つの衣が水を帯びる」では、何のコッチ

ャで全く意味をなさず、「1 衣帯の水」と切って初めて、ワンセットの衣装のように切りたくても切りようがな

い繋がった水」と言う意味をなすのです。 ,,,,,,,,,このことを教えて下さったのは戦後のどさくさの中で、農家の

納屋に下宿して電気もない生活しながら太陽と共に起き、3 日に湯飲み 1 杯の石油でランプをともして、ゴミと

枯れ落ち葉や枯れ枝が貯まればお湯を沸かして行水を使うという不言実行型の戦後生活を実践しながら全ての

勉強を私達生徒と一緒に勉強し直して居られた、H と言う若い化学の先生からでした。 夏は 4 時過ぎから明る

くなります。 昭和 21 年の夏が近づいた 5 月末先生はその納屋に私も泊まり込んで一緒に、先生が入手した、

天文と気象の解説書を二人で読破しよう、本の虫になってもいけないから、早朝、卓球部員の早朝練習前に、1

時間ほど二人だけでラリーを打ち合おう、ランプの油も手にはいるようになったから 1 日湯飲み 1 杯くらいは

明かりも灯せるよ、と誘われた。 気が付かなかったのだが先生はサウスポーだった。 初日から面食らった。 

初めはラリーが 2 分と続かず、球ばかり拾っていた、併し慣れとは恐ろしいもので 2-3 ヶ月して夏休みが終わ

った頃には、右利きの卓球部員には全く歯が立たない私が、我が校卓球部の秘密兵器左利き二人と対等の勝負が

出来るいわばカタワ者練習台が勤まるようになっていたのです。 

「一衣帯水」は気象の本に出て来ました。「一衣・帯水」と読んだ私に、先生は静かに「一・衣帯・水」若しく

は「一衣帯・水」と切りどころを変えて読めば意味は独りでに分かってくる、「一衣・帯水」では一生かかって

も意味を理解できないだろうね、と仰有った。 目から鱗でした。 天文では先生が一歩先んじられた。 何糞

の甲斐あって、「一衣帯・水」を含む気象現象の原理、特に日本の梅雨の拠って来たる原因が、その湿気の主力

が遠く印度洋の北部ベンガル湾で発生して高いヒマラヤや雲南の険しい峰を吹き抜けて揚子江や黄河等の流域

の中国大陸全土を潤し、勢い余って砂漠に近い満州（現呼称中国東北部）でこの時期、北から高空に入り込む冷

気団の中に湧き起こって、「風呂の中の屁」状態にくるくる回りながら上昇するため、静電気が発生しまくって、

無声放電ではオゾンを、有声放電（俗に雷）では硝酸ガスを大量に合成して雨と共に降らし、この地に「根瘤バ

クテリヤ」を保持して硝酸をアンモニアに変える植物、すなわち豆科の植物を原産自然発生せしめ、毎夏大繁茂

するため放牧の馬も太り、これが「天高く馬肥ゆる秋」にも繋がる水となり、そのおこぼれが停滞前線（梅雨前

線）に沿って日本にやって来て雨を降らせる一連の現象であり、この「水の輪廻」を「一衣帯水」と言わずして

何と言うべきか、と言う訳の解説でした。 

「天高く馬肥ゆるの秋」も、又、地球上の全ての豆科の植物は、その遡源はここ満州の原野を沃地にかえた満州

が原産地とさえれることも、ベンガル湾のボイラーの蒸気の噴き方如何で、東北アジアの気象、ひいては農作物

の収穫、更には馬の肥え方まで一蓮托生、すなわち「一衣帯・水」をこの時学んだのでした。 

今このようにして生徒と一緒に何かを勉強し直そうと言う姿勢の先生が居られるでしょうか? 私は生涯を省み

てＨ先生には言葉では言い尽くせない有り難い(他にはあり得ない)勉強をさせて戴きました。 戦後のどさくさ、

学校教育の大きな空白の時期に、、、、。恰も豆類を育てて馬を肥やす旱天の慈雨のように。 
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パピーニュウス第 22 号（2000 年 9 月 20 日号） 

JA 局が駐留米軍人局だった頃：社会情勢は（其の 8： 終回） 

ひも付き日米講和条約が成立、併し、電波審議委員会も、電波管理委員会もさしたる動きはないまま昭和 26 年

は暮れた。 それも其の筈、行政権は未だ GHQ に握られたままだったのです。 統率権以外の具体行政権は、

明けて昭和 27 年 1 月下旬の「日米行政協定」によって漸く日本側が手を着けて良い項目が示されたというわけ

です。 軍用電波を除く電波行政は委員会形式のまま日本側に渡されました。 米連邦通信委員会 FCC に倣っ

ての、電波行政が戦後は取り入れられたのでした。 これが僅か 7 年後には、官僚の手によって、又官僚共の手

のだしやすい、官僚制度に、制度も組織も法規も大改正されてしまうのです。 ここから「命のやりとりに関係

ない」電波利権の金権化が始まったと云えるでしょう。 

兎に角この行政協定締結以降、日本人アマチュア無線家の電波監理局通いが始まったようです。 早速 2 月に第

1 回の国家試験（一次 2 次）が行われ、全国で 50 名余が受験できた由。 このうちの 30 名余が、アマチュア

無線局の申請手続きを行って、7 月 29 日に免許が下りることになるのでした。 

何も、日米行政協定は無線に限ってのことでなくむしろ無線は、目くそ鼻くその類でして、今思えば、例えば「公

職追放令」の廃止（S27.4 月）を急いだ第 3 次吉田内閣の「反動」など、官僚政治への帰り道を急ぐ動きにも

っと国民やマスコミが強い関心を払うべきではなかっただろうかと思われます。 

其の一つの突出行動として、5 月 1 日、皇居前の広場で行われたメーデー大会は、右翼の挑発に引っかかった過

激派の、お堀端の外人車両焼き討ち事件に警官隊が殴り込み、鉛入り警棒で無差別に兎に角学生の頭を殴る、と

言う「血のメーデー」事件が起こりました。 

現在の、交番のお巡りさんの警棒には鉛なんぞは入っていません。 この頃、警察機動隊の他に警察予備隊と言

うのがあって、、、、、これが後に自衛隊に化けて行くのですが、、、、、、彼らは、はっきり「武器」として、

「鉛入りの警棒」を持たされていたわけです。 この血のメーデー直後からカービン銃を持たされることになり

ましたが。 ここら辺りから化けの皮が、、、、、5 月 9 日早稲田大学構内の抗議集会に、武器警棒警官隊突入

乱闘。 7 月 1 日、戸籍制度とは全く別に、住民登録制度施行実施。 現在に至る。 これは、戦前戦中までは、

交番のお回りさんが俗称「人別帳」を小脇に、各戸を毎日回って、変わったことはないかと、昔の「ご用聞き」

（岡っ引きの手先の下役）よろしく、警察側でヒトの動きを把握して、俗称「人別帳」を作っていたモノを、登

録制に改めたモノ。 昔は、町中でも田舎でも、お回りは、何処の家にでも 3 日にあげず顔を突き出して「元気

にしてますか、何か変わったことは?」と声を掛けたモノです。 これが犯罪予防にどれだけ役立っていたか、

計り知れないと思います。 

住民登録制以降、お巡りさんと住民が顔を合わせる機会は、殆どなくなってしまいましたね。 住民はお巡りさ

んと顔見知りでしたし、お巡りさんは顔をと名前と覚えてくれていたし。 それだけで、鍵も掛けず家を空けて

一寸外出しても平気だったですね。 信頼感がありました。 

住民登録になって、無味乾燥度 100%になってしまった、田無市が合併して西東京市になると平将門時代から

の地名が消えて、これ又無味乾燥度 100%だが。 これは脱線。 失敬失敬、、、、、 

こうして、GHQ 行政の戦後が一段落して、船底帽駐留軍が余り目に付かなくなって、、、、、それまで、ジッ

ゲエボウ(JA)だった、駐留米軍人局のプレフィックスが、キンゲエボウ(KA)になって、漸くこの歳 7 月 29 日、

30 人の日本人にアマチュア無線局(昭和 34 年の法改正で現在は「アマチュア局」と改称)の JA1AA 始め

JA1WA、JA2WA 等を含む 30 局の予備免許が下りたのでした。（このシリーズ 了） 
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パピーニュウス第 23 号（2000 年 9 月 23 日号） 

戦中戦後こぼれ話:東京都の「都制」は大政翼賛の産物 

クイズ赤ッ恥、青ッ恥じゃないけど、今街を行くヒト 100 人に東京都は何時から都になったのかと訊ねたら、

どうでしょう?、、、、、若い人は 100%明治からと云い、年寄りは 100%終戦後と応えるらしいです。 正

解の昭和 17 年(新都知事選任は 18 年)からと応えられる「当時の都民」が殆ど街を歩かなくなったという事。 

又当時府民から都民になったヒトも、殆どが錯覚して、35 区から 23 区に区制が変わった終戦後に、初めて府

から都になったと誤って記憶してしまっているようです。（章末註に 35 区を思い出しましょう） 

今は 1 道 1 都 2 府 43 県、私の小学校尋常科の頃は、1 道 3 府 43 県を内地とし、それに千島、樺太、朝鮮、

台湾が領土、南洋群島が信託統治領、関東州が租借領、と答えなければなりませんでした。 4 強、地震、雷、

火事、親爺の中の 2 ヶ渾名の W 先生が担任となった、国民学校初等科 5 年の途中で、1 道 1 都 2 府 43 県と

覚え直させられましたから間違いありません。 

当時は大抵の記憶術が口暗誦ですから、頭で解っていても、口を突いて出るリズムで、一道 3 府、、、、と言っ

てしまうのでした、するとすかさず雷親爺先生の雷が落ちるのでした。 先生は間違えた者は立たせておいて

次々答えさせ、後で間違え者は纏めてバッチョク。 この先生が偉かったと思うことは、このバッチョクで、口

癖が付いてしまっているのだからそれ以上に 1 道 1 都 2 府、、、、を強く口癖にせねばならぬと云って、男子

には自分の椅子を雑巾を良く洗ってすすいで絞ってしっかり拭かせ、背負わせて廊下を歩かせ、女の子には、バ

ケツと雑巾をしっかり洗って絞り拭かせて手に持たせ廊下を歩かせるのですが、作業中も廊下を歩く間中もお経

を読むようにひとときも休まず 1 道 1 都 2 府 43 県、、、、と繰り返し 30 分は唱えさせるのです。 何日か

して、又うっかり間違えたかぜっぴきの女の子が一人。 雪の降る目茶風の寒い日。 廊下の防火用水入りのバ

ケツの水は完全に氷が張っていました。 

みんなが心配になった其の瞬間、女副級長が「先生お願いです」と悲痛な声を発した。 「ナナちゃんは腺病質

の上に風邪引いてるのです。 バッチョクは無理です。 ナナちゃんに代って私にバッチョクさせて下さい、お

願いします」、、、、雷は鳴らなかった。 皆息を詰めていた。 暫くして漸く先生が静かに口を開いた。 「み

んな、お前達も、七には無理で、とみが代わりにバッチョクを代わるべきだと思うか?どうだ?」、、、、「女

子には無理です、私がやります。」と級長の W 君が云いながら立った時、私も含めてどやどやと口ごもりなが

ら何人かが俺も私もと起立していたのでした。 先生が、「、、、、今日は先生の負けだ、そうか、七のことは

みんな心から心配してるんだな何時も、、、解った。 其の友情って奴を何時までも大切にするんだ何時までも、、、

おとなになってもだ、忘れるな、、、、」「風邪引いてる女子はマントやオーバー着て良いぞ、みんな廊下へ静

かに出ろ、バッチョクは先生が取る、お前らにはさせん、、、、七は口の中で良いから 1 道 1 都 2 府 43 県い

ってろ」先生は口の中で何か唱えながら廊下中の防火用水用の汲み置きバケツの氷を割って捨て、片っ端から水

を取り替えて廻ったのでした。 

このことがあってからは、少なくとも私達のクラスでは W 先生を雷親爺と呼ぶことはなくなった。 折角語呂

のいい渾名だったのだが、、、。 ですから東京を都と呼ぶようになったのはこのことがあった、昭和 17 年に

間違いないのです。 

小学校尋常科が国民学校初等科になったのは昭和 16 年 4 月から、、、国語教科書は 

  「 サイタ サイタ サクラ ガ サイタ 」 から、、、 

  「 アカイ アカイ アサヒ アサヒ 」、、、 に。 

東條首相は渋い顔をした由。 櫻が良かったらしい。 そして全ての体制が足早に国家統制のための改変に走る。 

国家総動員法が改正されて政府権限範囲が大幅に拡大、同時に治安維持法の強化改正により予防拘束可能を図り、

反対者異論者「非国民」というレッテルによって投獄できる道を付けたのでした。 

同年(1941)7 月、ＡＢＣＤ包囲網と言われた諸国の経済封鎖の 後の口、アメリカとの全ての経済通商約定も

遂に破棄され、日本は世界のヤンチャモノ孤児となったのです。 全ての資源を手にするには侵略して略奪する

しかない道を選んだのでした。 大陸戦線を拡大していたのを転進させて南方へ、それしかない開戦が 12 月。 

年内に香港占領マニラも手中。 明けて昭和 17 年、勝った勝ったの新旧正月の気分の中に、政治体制も国民生

活規制も戦時臨戦態勢に切り替えられていたのでした。 旧正月シンガポール陥落。 全ての政党、大政翼賛議

員連盟も強制解散。 全てを「大政翼賛會」に一本化。 挙国一致大政翼賛。 任意宗教団体も政府主動型宗教

会に変身監理。 食糧管理法公布、重要物資監理営団法制定配給物資等は全てこの営団が取り仕切ることに。 
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4 月 18 日、房総沖の米空母を発進したドウリットル指揮の 40 機程の双発爆撃機Ｂ－２５によって日本本土初

空襲、東京、横浜、横須賀、御前崎、浜松、名古屋、和歌山、呉 等にも投弾。 長崎西方海上に着水、潜水艦

が乗員回収。 日本戦闘機邀撃出来ず。 其の理由が情報取り扱いの煩瑣と指揮系統の複雑さ、（これは直ぐ 2

ヶ月後のミッドウェー海戦の壊滅と同じパターンなのだが）（ミッドウェーでもこの時でも、もう一つは、米空

母が、日本海軍偵察機の拡大捜索法の長所短所を研究していて其の虚を突いているのだが当時は日本側が気付い

ていないことにもよる）として捉えられ、この対策から府制が都制になって行くのだから日本の政治は当時も今

と大して変わりない責任「盥回し」型だったのです。 こうして其の年昭和 17 年 10 月 1 日区郡市そのままに

取りあえず東京府が東京都と改称したのです。 行政区画統合や知事の統率権の拡大、指揮系統の簡素化等諸々

が図られなければ、名前を変えてもどうなるモノじゃなかったのですが、、、。 今も昔モノ、実体「先送り」

の典型だったわけでした。 

この行政区画の統合、は GHQ の要望にもかなったモノで、占領下で、35 区制から 22 区制に変更、数年して、

北多摩郡練馬村と板橋区の一部を足して練馬区を作り 23 区となったのです。 この後もドンドン新区が出来て

行くのかと思ったのですが、何故か練馬区が打ち止めで以降 50 年余新しい区が出来る気配はありませんね?、、、

もう空襲がないからかしらね? 

確か昭和 17 年の大政翼賛会の素案では、将来郡市部も 35 区もご破算にして、20 ぐらいの行政区割りをして

簡素化するというモノでした。 官僚主義が相変わらず邪魔してる様で当時の方がまだしもの感があります。 

註) 東京府/都制下の旧 35 区: 

赤坂区:浅草区:麻布区:足立区:荒川区:板橋区:牛込区:江戸川区:荏原区:王子区: 

大森区:蒲田区:葛飾区:神田区:京橋区:小石川区:麹町区:下谷区:品川区:芝区: 

渋谷区:城東区:杉並区:世田谷区:滝野川区:豊島区:中野区:日本橋区:深川区: 

本郷区:本所区:向島区:目黒区:四谷区:淀橋区:計 35 区:は昭和 7（1932）年制定以来。 

昭和 22（1947）年に統廃合して、22 区にして、（中 12 区の名が残る）板橋区の一部と豊多摩郡練馬村を

合併して練馬区を創設した。 板橋区は 23 区合併により小さくなった唯一の区となった。 

府から都へ:将来郡市部も統廃合して約 20 の区へ、、、の根拠となったのは、東京府が確定した明治 20 年 10

月には、府知事が管轄する行政区劃の数は 23 区劃であったことによるという。23 区画とは: 

赤坂:浅草:麻布:牛込:荏原:神田:京橋:小石川:麹町:下谷:芝:日本橋:深川:本郷:本所:四谷:の 16 区:と立川:八王子の 2 市

と;東多摩:北豊島:南豊島:南足立:南葛飾の 5 郡。 

計 23 区劃。 
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パピーニュウス第 24 号（2000 年 10 月 1 日号） 

歴史の一瞬:9 月 18 日を知っていますか? 

お彼岸の入り? 確かにそうかも知れない。 だけど、高校大学に学んだ人なら、覚えて忘れないでほしい日。 お

終いは知っていて初めは知らないゲーム感覚記憶法は止した方がいい。 お終いは、8 月 15 日と言えば、終戦

の日と答える人は多い。 じゃ、開戦の日は?と問うと、これが、ゲーム感覚じゃないんだな、12 月 8 日と答

える人が多い。 これは、中国と戦争してて、途中で米英も戦争の相手に巻き込んだ、第二第三段階なのですよ、

切れては思考が繋がらない。 ゲームじゃないんだから。 確かに、NHK じゃないけど、12 月 8 日にも、歴

史は動いた。 然しそれは、動き始めたのではなく動きが深まったのだった。 もう抜き差しならない段階に。 

この、日本陸軍の大陸侵攻工作派が 1931 年 9 月 18 日スパイ大作戦まがいの然し一寸ちゃちな「事件」を起

こして柳条溝の満州鉄道の鉄橋と共に 1 人の隣国の要人張作霖の乗った列車を爆破し、それを隣国の反動政府か

匪賊が謀殺した如く装い、満州鉄道の利権は 1895 年日清下関条約以来日本にありとして、鉄道守備隊と称し

て軍隊を送り込み、匪賊討伐と称して、侵略を開始、屁理屈を付けてドンドン戦線を拡大し、遂に翌 1932 年

満州（現中国、東北地方）全域を占領、、、、先に 1912 年孫文らの辛亥革命によりラストエムペラーとなっ

て日本に亡命していた、元清朝皇帝溥儀氏を、執政とさせて満州国を建設させ自ら皇帝の座に着かせ、日本の軍

国主義の手先となる、傀儡政権付きの属国を作り上げたのでした。 世界の諸国は、ドイツも含めて猛烈に反対、

国際連盟の決定に従いリットン調査団を派遣、張作霖の爆殺も侵略開始の口実としてのマッチポンプ行為らしい

の心証、との公式報告に、1933 年 3 月、国際連盟は、日本の満州撤退勧告を 42 対 1 で可決。 直ちに日本

に勧告。 同月 27 日、松岡洋右代表は、国際連盟脱退演説。 こうして少数派の思い上がりから端を発した大

陸へのごり押し侵攻が思わぬ大勢を傾けさせてしまって日本は世界の孤児に。 

こうして、国際連盟脱退後も僅か数日後に、日本軍は山海関の万里の長城を越えて中国北部に進出するなど世界

中の非難囂々の中をも省みず、もうどうにも抜き差しならない戦線の拡大を敢えてしてしまい、、、、この 1931

年 9 月 18 日から 15 年の長い侵略戦争に突っ込んでしまったのでした。 

一時は、この北部中国の軍隊を満州に引き上げるのですが、ソ連軍のウスリー河越え演習に挑発されてノモンハ

ン事件が起きたりして、空中戦も戦車戦も手ひどい痛手を受けるのですが、国民には知らせず、ただ時を稼いで、

体制を立て直すのです。 

次の、中国北部での、マッチポンプ挑発行為、廬溝橋の銃弾 1 発、事件を口実に、中国内部へと侵略を進めるの

が、1936 年 7 月 7 日。 世界中から囂々の非難も聞く耳持たぬとばかり戦線を拡大、、、、アメリカ（A）

イギリス（B）中国（C）オランダ（D）（現インドネシア）等の四周囲からの経済封鎖は「ABCD 包囲網」と

呼ばれ、年と共に加重されて、日本は物資欠乏に追い込まれ、益々牙を剥いて侵略してでも物資調達せざるべけ

んや！、、、の強硬派が勢いを得てくる始末。 

こうして、遂に、1941 年 6 月、アメリカが 終通告、、、、1 ヶ月後までに戦線を縮小せざれば、全ての通

商条約及び取引約定を破棄する、、、、に至って、軍部も天皇御前会議を持ち出し、これを繰り返した形にして、

遂に開戦を決意したかに見せかけ、同年 12 月 8 日、ABD に対し奇襲を以て開戦したのです。 15 年戦争と

して見ると、もう 後っ屁の破れかぶれの段階、解決の宛のないまま突っ込んだとしか見えないのです。 

当然の帰結としての敗戦。 1945 年 8 月 15 日。 得るモノは無く大きな代償。 これが、15 年戦争の収支

決算表。 其の、歴史的突入の一瞬が、9 月 18 日だったことをお忘れ無く。 

戦中戦後こぼれ話：森繁久弥と東海林太郎 

「雲の上甚五郎一座」は知らなくても、じゃあ♪・・・知床の岬にハマナスの咲く頃、想い出してお呉れよ、俺

達のことを、、、とまあこんなに頼んでいるじゃあありませんか?俺達のって?、、、何か問題でも?、、、其の

森繁久弥と切っても切れない、直立不動の赤城の子守唄歌手東海林太郎を想い出してみましょう。 森繁氏は、

自分で「役者だから馬の骨で結構」と出自を語りませんから戦前満州紡績から新京放送局に入ってアナウンサー

をしていた人、としか云えません。 東海林太郎氏は本名で、別稿にも書いたように私の父と大学で同級生だっ

たと言いますから、かなり判っています。 

早稲田大学商学部切っての秀才総代で卒業、当時飛ぶ鳥落とす勢いの財閥商事会社三井物産（株）に入社、然し

入社試験も失点なしの成績優秀が、人生の岐路、当時三井物産人事部の中にあった「満鉄調査部」に配属された。 

ここは知る人ぞ知る日本の大陸進出を頭脳的に調査計画実行する、日本のトップエリート頭脳が民間 1 企業の隠

れ蓑の中で飼養されている集団だったのでした。 部員の 99%が、東京帝大恩賜時計卒業者。 （各 7 学部首

席（総代）卒業=金時計；2 位-10 位卒業者=銀時計；蓋の裏に卒業年次と学部氏名が刻印された恩賜（天皇から
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下賜）の懐中時計を貰う慣行があった。その人達）その中に成績優秀とはいえ、唯一人の私学卒業者。 折に触

れ事に触、居たたまれなかったらしい。 現地満州勤務を希望して満鉄は満鉄でも満州製鉄（鞍山）に出向して

悶々の日々。ある日耳にした新京放送局でアナウンサー募集の話。 わざわざ新京（現長春）迄私費では行かれ

ず、応募書類も遅れ、やっと出張が叶って行ったとき実は既に補充は出来ていたのに気の毒がって面接してくれ

た先輩アナが、森繁久弥氏。 

「きみ、お茶汲み出来るかい?」「ハイ出来ます」、、、このやりとりが、決め手だったそうだ、中国人を雇お

うとしてさえ、お茶汲みでも放送局なら給料は高かろうと直ぐ先ず「イクラクレルカ?」が先立ったと森繁氏は

述懐する。 

臨時雇いで、お茶汲みと稀にアナウンサーのピンチヒッター、給料は「時間給組立払い」と森繁氏が名付けたと

いう。 新京での邦人の生活費は高くついたという。 正に生き馬の目を抜くというのは東京でなくて新京と言

うべきであったと東海林氏。 何かの弾みに「深川節」を口ずさんだのが森繁氏の耳に留まり「今度慰問団が来

たら、役者にでも唄歌いにでも売り込んでみなよ」が事の起こりと言う。 

♪・・・白鷺は 小首傾げて 水の中 

・・・・私と お前は ホンにそれそれ そ じゃないか 

・・・・ピイチクパアチク 深いー 仲ー 

戦後、高田浩吉（若島津、現部屋持ち松ヶ根親方、の岳父）が「新深川節」として流行らせましたが、戦前、東

海林太郎の 30 歳での歌手としてのデビュー曲も同じ「新深川節」。 満州事変も一段落した 1932 年 8 年振

りに一時帰国した、東海林太郎は、或るレコード会社のオーデイションを受けて即刻合格、日本に留まって歌手

デビュウしたのでした。 そして、、、、時正に辰巳柳太郎「島田正吾新国劇隆盛期国定忠治」「名月赤城山」

の大ヒットに乗っかって「赤城の子守唄」が不朽の名曲に。 

一方の森繁久弥氏、戦後満州から引揚者の苦労人並みに引揚げてきて、しかし放送局の人脈頼りに、NHK（ラ

ジオの時代よ）の放送劇のちょい役などにもこまめに顔を出す。 ラジオの娯楽帯番に楠トシ江、三遊亭小金馬

の金ちゃんと久（きゅう）ちゃんとして出てくるのが準主役の座のハシリ。 まあドタバタ喜劇。 元ちゃんと

した放送局の制式アナウンサーが、40 歳過ぎて剣道 6 段の若者とドタドタやらされていたわけですから、、、、

「お茶汲み出来ますか?」「ハイ出来ます!」の心境だったに違いありません。 立場が入れ替わって、お茶汲み

もした東海林太郎が、この引揚げ苦労の森繁先輩を放って置いたはずがありません。 同じ番組に出ることこそ

無かったようですが、黒白テレビの初め頃までは、蔭からそっと力を貸して売り込んでいたようです。 こうし

て森繁久弥氏は、映画の社長シリーズなどで売り出し、淡島千景を恋女房に、好演した桂春団治、、、、で押し

も押されもせぬ役者にのし上がったのでした。 あの、恋女房小春に「おばはん、、、たよりにしてまっせえ、、、」

と大阪弁で言う終り近いシーンは、何と表現したらいいのか、男の色気たっぷりで、森繁以外の俳優に演じられ

るとは思われないモノでしたね。 

それぞれの分野で、それぞれ一流の大所となった二人ですが、一人は当時の若者なら誰しも夢見た大陸浪人(当

時は支那浪人と言った)に憧れ満州に渡った男、もう一人は優秀な頭脳でありすぎて環境に填り損ねて満州でス

ピンアウトした字余り的な男、と大違いですが、、、、地獄からでも這い上がるぞ !、、、虐めも安月給も糞喰

らえだ !、、、と言う 1 点では共鳴していたと思われます。 

参考までに申上げますと、満鉄調査部について概要をお知りになりたい方には、何処の文庫本だったか忘れて恐

縮ですが、草柳大蔵著「満鉄調査部」(上中下か上下か分冊でした)が読みやすく解りやすい好篇でした。 
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パピーニュウス第 25 号（2000 年 10 月 18 日号） 

オリンピックセレナーデ：火事場の力 VS 運も実力 

「火事場の馬鹿力」と昔から言うでしょう?  又、マアジャン等で良く憑く人は、「憑きも実力の内」と良く嘯

きます。 スポーツ勝負でも憑きはあり、又人によってですが、程良く緊張する方が、平常心に帰る人と、一寸

上がるともう平常心が何処へ行ってしまったか解らなくなって取り返し付かなくなる人とあるようで、オリンピ

ックの常勝者は殆ど前者、内弁慶で、自己ベストなら金メダルと騒がれながら、鳴り物入りで出場しても鳴り物

で上がってしまって予選で敗退したりここ一番で下手って、メダルに手も届かない人が多い。 今年もそんなに

して、積年の努力を一瞬にして水の泡にした選手も多い。 泣くに泣けぬ情けなさでしょう。 

そこえ行くと昔、岩崎恭子ちゃんという中学生が、ケロッと決勝に残って、あれよあれよと言う間に金メダル取

ってしまった事がありましたよね? ところが帰ってきて色々大会に出てみると、、、どんなに練習しようが、

どんなに良いコーチに就こうが、3 位までにも入れなくて結局若い内に引退してしまった。 運を味方に付けた

上に、火事場の馬鹿力もうんと出た、足し算でなくて掛け算で二つとも味方に付けたごく稀なケースだったに違

いありません。 同じ様なケースは、幕末悲運の 後の剣豪と言われた上田馬之助にありました。 抜き打ちの

斬り合いと、オリンピックの競泳 200 メートル平泳ぎは一緒にはならぬと言う勿かれ。 

道場では、稽古師範と渾名され、師範代も勤まると噂されながら、何故か、仕官の話があっても、其の腕試しと

なると、其の藩の指南番を打ち負かすことが出来ないが指南番を凍らせ汗だくにするのは毎度のことで指南番は

推挙するが殿様にはちっとも面白くなく仕官は失敗続き、肝が小さいかと言うと決してそんなことはなく、豪胆

な話はいくつも持っていたようです。 

ある日隣の町内で出火、横町の老人が寝たきりで逃げ遅れ火に囲まれた時、火消しもあわあわ言うばかりの所へ

駆けつけた彼は、老人の寝ている間取りを聞くや、水をかぶって濡れ筵と手斧を小脇に掻い込むと火を潜って床

下に潜り込み、畳を跳ね上げて濡れ筵で老人を包んで又床下を伝って 救出に成功、火消しも及ばぬ知恵と豪胆

さと機転を町奉行からお褒めを戴いたことがあるらしい。なにやっぱり火消しの知恵サ、屋内で火に巻かれたら

床下に逃げロッテ。ただ往復使っただけさ、、、、 

其の彼が、一生に一度だけ、神技としか考えられぬ腕を見せてしまう。 時は既に、将軍が大政を奉還し、上野

の山の彰義隊の反乱も収まって、庶民に平常が戻った頃、馬之助は近所の子供を連れて、船宿まがいの川魚料理

屋へ昼飯を食べに上ったらしい。 席は二階で、折悪しく立て込んでいて 2 つ空いている席は対面に意地汚く安

酒を飲み始めた 2 人連れの浪人者がいたという。 子供が対面の人の顔をじろじろ見るのは別に他意はないのだ

が、浪人はこれに難癖を付け始め馬之助が、子供をなだめると今度は、馬之助に、喧嘩を売ろうと掛かってきた。 

馬之助にはここで喧嘩をしようと言う気はない、軽く頭を下げて小女に注文を取り消すと、子供を促し、階段を

下りようとした、二人の浪人が難癖付けながら、追ってきて階段で追いつこうとした、丁度そこへ小女が一旦下

りて注文取り消して再び階段を上がろうとしたので子供を預けて降ろした。 その時馬之助の背後の階段を下り

掛けた浪人が馬之助に抜き打ちで斬りかかったのでした。 

馬之助が階段の途中で下へ子供を渡し両手が下向きに伸び、背が曲がった形の隙を狙って背後から振り下ろした

のですが、馬之助は背中で殺気を感じ、首筋に太刀風を感じて忍び抜きに抜き上げて相手の刀を払いざまざま体

を捻って伸び上がり階段を降り掛けた相手を真っ向唐竹割りに切って落とし、自分も同時に切られたと思い失神

した後ろの男と二人が重なって階段を落ちてくるのを馬之助は飛び越えたのだが、この時、階段の潜り口、二階

の床を支える横梁にしたたか頭をぶつけたらしい。 

ご一新が成って、新しい時代が来ると世の中が緊張していた日々だったので、馬之助は神妙に、やむを得ずなが

ら、人を斬りましたと、番屋に自訴して出たのですが、聞き書きを取っていた役人もかなり使える人で、直ぐ、

階段の途中で上から切り下ろしてくる者を下から唐竹割りに切り下ろせる筈がない、必ず潜り梁が邪魔になる、

と指摘したらしい。 言われて見ればもっともな話。 確かに斬った奴らが転がり落ちてくるのを避けようと飛

び上がっただけで頭はしたたかぶつけたが、、、、確かに刀は真っ向から竹割りに振り下ろしているのだ、それ

以外の切り方はしなかったのだ。 

彼はその後一生、この問題が解けず思い悩んで其の研究のために後半生を過ごすことになったのです。 いや彼

だけじゃない、彼の剣を教えた師も、兄弟弟子も、吾こそはと言う、日本中、剣豪?回してみることになったの

です。 しかしだれ一人、この頭をぶつける横梁を避けて上から下りて来る人を切り下ろせる太刀筋を見いだせ

る人はなかったのでした。 岩崎恭子ちゃんが優勝したが、その後、これだけのタイムがどうしてもどうしても

とても出ないと聞いた時、先ず私の頭に真っ先に浮かんだのが、この上田馬之助のことで、、、火事場の馬鹿力

と運の両方の掛け合わせなんて一生一度あるか無しかなんだぜえ !、、、と思ったことでした。 
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だけど一生に一度でも良い、出来た人の偉さには変わりはないことは事実です。 たとえ一生悩むことになって

も、、、それは、、、羨ましき人生です。 

オリンピックに出たならやっぱり何時も並みの、出来れば火事場の馬鹿力を発揮して貰いたいモノです、ヤッパ

しそれを期待しちゃいますよ。 

科学教育の危機(1)：IT 革命には教育革命が必須条件 

∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩、、、先ずこの話から、、、これ何だか解りますか? 多分、これは未だクイズ・赤っ恥・青

っ恥に出題投書しても没でしょう。 

広義の数学の記号で、印度では、コンピューター教育の基礎として、数字を習う一番はじめに 初に数の大小関

係を教えるために、どうしても必要と考えられ使用されている集合論の記号です。 皆さんのコンピューターの

中にも必ず記号として入っていていつでも使用できる記号なのです。 

そもそも数字は数の表記記号で、其の「数」には、「大小関係がある」と言うことを子供に 初に教えなければ、

１、２、３、４、５、６、、、、、も意味曖昧で、子供が数字に興味をはっきり抱くはずがありません。 文部

省教育はこの点どうでしょうか？ コンピューター時代ならばこそ、 も基礎的なこのことを一番 初にはっき

りして置かなくてはなりません、なぜならコンピューターとは、「（大小関係を）比較するモノ」の意味ですか

ら！。 

もう十年余前一度、集合論のこの大小関係のごく初めの所だけでも数字を教える幼稚園か小学 1 年の内に教えた

らどうかという議論がなされましたが、そんな難しいことを教えるのは子供が可哀想だ論に押し切られて沙汰止

みになりましたが、それは、「赤っ恥」大人の勝手な無知蒙昧な議論で、数の大小関係もはっきり教えないで、

大人にされてしまう子供の方がもっと可哀想じゃないのかな? 

数年前、「分数の出来ない大学生」という本がベストセラーになりましたが、まあ「可哀想なはこの子で御座い」

まして、、、ムヅカシイ事を教えたら可哀想だ、を続ける限りコンピューター論理数学に強い学生は育ちようが

ないのです。 

で、it is a pen....の it の大文字くらいに思っているこの国の宰相が何と言ったか、「コンピューター数学にはイ

ンド人が強いらしいしあの国ではドンドン教育して余っているらしいからドンドン連れてきて使ったらいい」、

アメリカ南部開拓史の講義やってんじゃないんだ ！日本人はドンドン失業してあぶれろってか? 

首相の立場で言う言葉じゃないわな、文部大臣叱責してしかるべきでしょう。 印度ではドンドン教育できてい

ることがどうして日本では出来ナイの?って。 これじゃ日本人が可哀想だって。 

閑話休題。 （これも意外に意味を知らない人が居る、赤恥青恥「それはさておき」）日食、月食、流星群と言

うと、急に天文に興味を示す子供は多いが、小学校高学年中学高校と進むに連れ、興味を示さなくなることが極

めてハッキリ統計に現れ教育問題になっているらしい。 これは、私に言わせりゃ、先生出来る教師が居ない、

親が天文現象が子に説明出来ない、親親譲り現象で、今更急にはどうにも出来ないでしょう。 小学校の先生に

天文の専任教師でも置いて、天文教育しなくちゃ、日食月食の原理の違いが説明出来る先生がやっと 10 人に一

人くらいしか居ないのでは、どうにもなりはしない。 世代毎にドンドン衰退するしかない。 これも「親親譲

り」並みだろう、大学入試に問題がでないのが致命的でしょう。 ひょっとかしたら、先生や大学生に天動説人

間が居るかも知れない世の中だモノ。 

一度アンケート結果が見てみたいモノですね?コペルニクス以前に戻っているのかも。 

失敗は成功の素：其の要素(沃素) 

いろはカルタにも「失敗は成功の素」ってあるじゃないかと、いつもチョンボしては、周りの人や助手泣かせし

ている学生って結構居ます。 学生の時にも居ましたが、企業内研究所の同じ研究室にも「チョンボの・・さん」

と呼ばれる不思議な人が居ました。 ノーベル賞には届きませんでしたけど結構、面白いこと見つけていました。 

この度は又、チョンボが素で、ノーベル賞に届いた方が出たとは全くおめでたいことです。 チョンボと言う表

現は正しい言葉でなく、品質管理の言葉では「過誤」が「正しい」言葉です。 実験や、品質管理の分野では、

「過誤」には、2 つの種類があり、第一種が「あわて者の過誤」もう一つ第 2 種を「うっかり者の過誤」とし区

別します。 

一般に、命令や指示で情報の伝達があるとき、情報授受の両者共通の認識・常識を持っていると思うと、情報の

かなりの部分の伝達を省略してしまって、ここで情報の折れ目が出来て食い違ってしまうことがあります。 ど
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ちらかがあわて者だと早とちり・早のみこみになるわけです。 近の医療ミスには看護婦さんの多忙から「気

が急いて」のこのケースが多い、命一つが掛かっているのだから、ドンナニカメサンイソイデモ、いろはカルタ

にあるじゃないか「急いては事をし損じる」情報の確実連絡復唱と、薬のダブルチェックは欠かさないで貰いた

い、殆どの医療ミスはダブルチェックさえされていれば避けられているモノだろう。 民間企業の品質管理生産

現場では考えられない凡ミス、手抜きチョンボです。 因みに、昔から、浪花節など唸るときにも、「何が何し

て何とやら、」ですし、おとぎ話昔話でも「いつ」・「何処で」・「誰が」・「何を」・「どうして」・「どう

なった」がお話の要素です。 

industrial engineering と言う舶来の手法でも、情報は同じく、「5W1H」の 6 つの要素に分解して確実に伝

達せよと言っています。 5W1H とは、What to: Who to: When to: Where to: Why to: そして How to: と、

昔からのお話要素と全く変わりません。 難しい事じゃない当たり前の事なのです。 

ノーベル賞の白川氏の失敗は、大学院生と共通の認識を共有していると誤認識して実験指示したが、先方が、外

国からの留学生で、別の認識で早とちりしたため、触媒を 1000 倍用いてしまったので旨く行ったと言う、き

わめて宝籤的ラッキー賞からその後の研究が始まっています。 其の留学生の国で、化学の計算問題を習うとき、

こんな符号の使い方をするらしい。 1 例だが、物質 A を m mol と、物質 B を n mol とを反応させたら、物

質 C x mol と物質 D y mol 及び 物質 E z mol が生成した、、、。 等々。 

白川さんは、この留学生に、実験指示するに当たり、触媒量を、単位ミリ・モル(1000 分の 1 モル)のつもりで、 

「mmol」と続けて書いたらしいが、計算する某国からの留学生は、いつもの「物質 A m （エム）mol ネ!」で

1000 分の 1 が消え失せた！ヤア、運のいい人ってえのは何処までも幸運なのですね、運も実力の内というわ

けです。 

未だ幸運はあったようです、こうして出来たポリアセチレン樹脂は、黒い皮膜から、アルミ箔のようにピカピカ

にはなったのですが、そして殆どグラファイト構造なのでしたがどうしてか電気が流れない、アメリカへ呼ばれ

ていったら同じ事で化学者と共同研究の物理学者も悩んでいたらしい。 これに電気さえ銅箔ほどスムースに流

れてくれれば、、、と言う興味でこの先生必死でいてくれたらしい。 同じ研究指向だったと言う。 物理学半

導体理論的にどんなことになっていそうかをいろいろ説明してくれたらしい。 3 人はある仮説にたどり着くの

にそれほどの時間は要らなかった。 其の対策は化学サイドから解決できそうだった。 白川氏は、1 年以上居

てもしょうがないと、私は沃素をドープしてみると言い置いて帰国したのだそうです。 

やってみると何のことはない、アルミ箔のようなフィルムが然し電気は殆ど流さなかったモノが殆ど銅箔並みの

電導度で電気を流すようになったのだという。 これで一挙に実用化の目途が立ったのだそうです。 20 数年

前の話だそうです。 

やっぱりヨウソは、大切なのですねえ。いつの場合でも。 情報の要素も、そして化学物質としての沃素も。 
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パピーニュウス第 26 号（2000 年 10 月 19 日号） 

科学教育の危機(2)：「現場」の話 

1.学生は異星人か。 

大学で数学を教えていると、妙な気持ちになることがある。 面白いはずだ、と思うことを話しても、感じ取っ

て貰えない。 面白いと感じ取るためには具体的なイメージが大切である。 だから演習問題を出す。 すると

自分で考えようとしないで、他の人が解くのをぼんやり待っている。 誰かが黒板で解けば、唯写すだけである。 

そんなとき私は地球から遠く離れた星で、宇宙人を相手に授業しているような気持ちになる。 

具体的な自然数の話をしよう。 6 より小さい 6 の約数は１と２と 3 である。 この約数の和を作ると元の 6

になる。 28 の約数は 1 と 2 と 4 と７と 14 であり、加えるとやはり元の数 28 になる。 このような数を

「完全数」という。 完全数が面白いと感じるのは多くの計算をして、完全数は滅多にないことを知った後であ

る。 ギリシャ人は四つしか完全数を知らなかった。 現在では 38 個知られている。 38 番目に発見された

数を書くと次のようになる。 

先ず p を素数 6 百 97 万 2 千 5 百 93 とする。 2 を p 回掛けた数から 1 を引いた数を q とする。 q は 2

百万桁以上あり、素数であることが、去年コンピューターを使って解った。 この q は現在人間が知っている

も大きい素数である。 この q に更に 2 を p マイナス 1 回掛けると 38 番目の完全数となる。 38 個の

完全数は全て偶数である。 奇数の完全数は一つも見つかっていない。 300 桁以下の奇数は完全数でないこ

とは調べられている。 

正 3 角形や正 5 角形は定規とコンパスで作図できる。 正 17 角形も作図できることをガウスは示した。 こ

のようなことを言っても学生は感動しない。 作図で苦労したことがあまりないからである。 もしかしたら、

作図という言葉すら知らないのかも知れない。 

2 を何回か掛け、1 を加えた数 n がもし素数ならば、正 n 角形を作図できることをガウスは示した。 このよ

うな素数は、3.・5.・17 以外に 2 つしか知られていない。 

2 を 24 回掛けた数を m とする。 2 を m 回掛け、1 を加えた数[ F24] は合成数であることが去年解った。  

[F24] は 5 百万桁以上あり、真の約数が一つも見つかっていない。 このような意味に於いて[F24]は現在人

間が知っている も大きい合成数である。 

円周率πは 3 であると教えている人もいる。 これは、円に内接する正 6 角形の周の長さと円周が同じだと教

えていることと等しい。 これは直感に反し、非常にいけないことだと思う。 少なくとも円周率πは 3.14 だ

と教えて欲しい。 この値をアルキメデスがどんなに苦労して計算したかを学生は想像出来ない。 だから現在

コンピューターを使いπは 2 千億桁以上計算された、と言っても学生は少しも感動しない。 

2. フィリピンの大学院生 

去年の 8 月、3 週間ほど日本学術振興会の援助でフィリピン大学へ行った。 大学院生に授業すると、非常に熱

心に聞いてくれる。 現在のフィリピンは、日本の明治維新の頃のように外国の科学を必死に取り入れようとし

ている。 この情熱は何処から生まれてくるのだろう。 数学科の大学院生のうち 1 年に 1 人ぐらいは、日本

の文部省の奨学金制度により、日本の大学院に留学してくる。 そして 本国に戻ったとき、指導的な数学者に

なっていくようだ。 教育や研究を通じて大きな信頼関係が育つことを考えると、学術振興会や文部省のこれら

の制度が中止にならないように切に希望する。（続く） 

「科学教育の危機」 上智大学 理博 和田秀男教授 

          学士會会報 No.827 (2000-4) 130pp- 全文引用 

戦中戦後こぼれ話：「若い力」をご存じですか ? 

東京オリンピック開会の日を記念した筈の体育の日が、どうでも良くなって、今年は記念日より 3 連休の方がい

いとばかり動いてしまったので、東京オリンピックも遠くなりにケリ、になりました。 国民体育大会ももう 50

回を越えて持ち回り県も一巡し、2 周り目に入ったようですね、戦前戦中は、持ち回らずに神宮大会でした。 其

の神宮大会奉祝歌に「くろがねの力」と言う唄がありました。 1 番は思い出せません、2 番は、 

  さ緑の土 櫻は映えて、  みよ備えある  神國日本、 

  嗚呼 吾等 溢るる健康、 打ちて鍛えて  磨き競わん、 

  チカラ ちから くろがねの ちから。 
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というものでした。 蜃気楼のように、忘れず、神國日本が、頑張っていました、何しろ松内則三「カラス 2-3

羽」で名高い神宮の森でしたから、森という人にとっては、どうしても連想は神國日本なのでしょうが、、、。 

戦前戦中は非国民以外は全員でした。 

戦後新制高校になった年でしたか、音楽の時間に先生が強制は出来ないが、「この唄を一応全員に知らせよ」と

言うことだ、と黒板に楽譜と歌詞を書いて、一回しか弾かんぞ！と弾き唄いを聞かせてくれました。 それが国

民体育大会歌「若い力」でした。 

   若い力と感激に  燃えよ若人  胸を張れ、 

   歓喜溢れるユニフォーム  肩に一ひら花が散る、 

   花も輝け希望に満ちて   競え青春強き者。 

若い頃は、この唄覚えてやろうかと思ってから 3 回聞けば覚えられましたからたった 1 時限の音楽の時間一度

だけでしたけど、今も想い出して歌うことが出来ます。 残念なことに多分カラオケ、ナンバーにはないでしょ

うが。 

実は、今朝のＡ新聞の、読者投稿の、ユーモラスな話の欄に、あったのでした。 全文引用してみましょう。 

— 「テーマソング」－ 

運動会のシーズン、うちの子の保育園、小学校、近所の学校の運動会もにぎやかに、アニメのテーマソングの編

曲したのやら、普通の唄の行進曲風のモノが掛かっていました。 国民体育大会歌「若い力」が掛かっている運

動会がありました。 行ってみるとそこは老人養護施設の運動会でした。 

   （知ってますか「若い力」43 歳） 

私が小学校の頃に、運動会のレコードは?——「軍艦マーチ」と答えたらはずれで「違う、新記録。」——逆に

「新記録!」と答えれば、「チャウ、一日ですり切れる」と言う謎かけ遊びがあり、運動会のレコードは、A 面軍

艦マーチ、B 面日の丸行進曲、もっとも、昭和 17 年以降、敵性語禁止で俗名軍艦マーチは使えなくなり軍艦行

進曲でしたが！後は題名忘れましたが、「見よ、東海の空明けて・・」位のモノを、トッカエスッカエすり切れ

るまで繰り返して掛け、街のラヂオ屋さんが仮設した、UY-50 パラ、プッシュの B 級増幅の拡声器で、トラン

ペットスピーカーを腹一杯壊れた音で鳴らして賑やかすのが運動会で、一番 後の学年別組対抗徒競継走がハイ

ライトでこの時ばかりは、軍艦マーチががんがんに鳴りっぱなしました。 

今でも、パチンコ屋で軍艦マーチが威勢良く鳴り出すと、運動会の終盤の、学年リレーのあの興奮を想い出しま

す。 宇宙戦艦ヤマトを聞こうが、365 歩のマ-チを聞こうが、「若い力」を聞こうが、あの興奮は甦っては来

ません。 唯確かに興奮は甦りますが、パチンコ玉を無闇に打ち込む種類の興奮じゃないですね? 何かもっと

爽やかな、もっと感動的な何かがそこにあるような・・！頑張れ「若い力」。 

13 日の金曜日の話：危機感無し、、、日本職業野球 

先ずお悔やみ申し上げます「男はつらいよ寅次郎」確か第 2 作、山田洋次原作も特別の思い入れだったと思われ

る話、寅が生みの母を尋ね当てて京都のオカンと逢います。 タトイ産みの子や言うたかてほんなもん甘い顔出

来るかア。。。。言うてもの凄い剣幕でまくし立てるオカン。 誰あろうミヤコ蝶々。ヨオ日本一 ！ 

後のシーンが又二人の今度は肩を並べてのまくし立て、然し、蝶々さんの演技には、今度は母親としての慈愛

こもる説教調がにじむ.。。。。 シリーズ全 48 作を通じても出色の佳篇。 常にか弱きモノの味方。 笑いの

オカン、蝶々ハンご苦労はん、ゆっくり安らかにお眠り。 

とうとうイチローが大リーグに流出する。 エエンカイナ、日本職業野球界。 巨人が強すぎる、巨人選手を集

めるから巨人だア！でよいのかの危機感しかないが、これでいいのか?オリックス球団も、入札制度で、全入札

額が、トレードマネーとして懐に入るぎりぎりで、放出決意、流石、関西球団。 ゼニコにはさとい。 職業野

球だモンね！ 抜け目はないわな。 

烏鷺を戦わす、ワカルカナ？ オランダの第 1 戦から負け無しの依田挑戦者が、20 世紀 後の名人趙治勲をス

トレートで破り、21 世紀冒頭の名人位を獲得した、34 歳。明るい。 もしこの名人戦、趙名人がタイトルを

守れば、前人未踏の「五期連続名人」x2 回と言う快挙を成し遂げるところでした。 この夢は露と消え趙治勲

は無冠に戻りました。 ご愁傷様。引き替え、依田新名人、これまでも何度もビッグタイトル挑戦はありました

が、オリンピック出場選手同様、肩に力が入りすぎたり、煎れ込み過ぎたりで出ると負け、一勝もしたこと無し

だったのが、今度は眼光はいつものように鋭かったが、肩肘張ったところが無く、慎重な打ち廻しで、1 戦 1 戦

際どく勝ち取って結果 4 連勝してしまった。 21 世紀の活躍を期待したい。 オリンピック出場選手もこうい
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う風にやって貰いたかった。 彼らは、自分の気負いに勝てなかったのでした。 半目勝ちも十数目勝も勝ちは

勝ち、半目負けも負けは負け、大勝ちしようと気負ったら惜しくも半目の負けってことが多い。 勝負の世界は、

心で決まる。 多くのアスリート達は、体力自慢で自分の心に負ける。 文字通り「気負い」。 残念なことで

した。 

オリンピック。不思議にもあの時ばかりは、日の丸と君が代が待ち遠しかったですね、あのときの君が代には、

「相撲の唄」の歌詞がないのも影響してるのかな？？ でも表彰の後スグ表彰台踏み外し負傷して後のレースに

予選落ちする選手、イケマセンねえ、、、銀メダル!クヤッシイッ！！なんて言うモンだから勝利の女神が罰当て

てしまった。 堂々の銀メダルじゃないですか、ゼーンゼン取れないただ涙ナミダの人も多いのに贅沢言っちゃ、

罰当たるよ、ホント。 でアタッチャッタンダカラア。 反省すべし。 

女子マラソン、オバＱのＱチャン、いいねえ、何度見ても。３５キロ、並んで走るシモン選手すれすれに、ＴＶ

カメラ目がけてサングラスを手裏剣シュシュシュ、、みたいに投げた気合い、赤坂ミニ・マラソンにやってきた

シモン選手も言っていた、「あっ、これはスパートするなと思ったが、彼女にはグッドタイミングだったが私に

はバッドタイミングでついて出られなかった、あの呼吸には負けたわ！」と。 絶妙の呼吸に脱帽、、、！ ヤ

ワラチャンの、内股に匹敵するワザあり以上のワザあり。 金メダル当然でしょう。 シモン選手、直ぐグラン

ドで言ったそうだ、「もう一回何処かで走りましょう。 必ず、、、」と。 

もう一回やっつければもう言うまい。 さすが粘りのおばちゃんも。 あの粘りは然しタダモノでない。 心せ

ねば。高橋尚子選手も取り巻きも。 浮かれて居ちゃならない相手。 
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パピーニュウス第 27 号（2000 年 11 月 26 日号） 

科学教育の危機：現場の話（続き） 

３.考える情熱 

数学は論理的だから心の世界とは正反対な世界と思っている人もいるかも知れないが、考える、と言うことは情

熱そのものである。 然し此の情熱は何処から生まれてくるのだろうか。 

誰しも何か考えるためには、具体的なイメージがなければ出来ない。 イメージがなければ濃い霧の中を歩いて

いるようで、進む気力も湧いてこないし、無理に進んでも歩いた道はたちまち霧の中に消えてしまう。 大学生

が考えないのは、考えたくてもイメージが浮かばないので、諦めているようだ。 これではいけない。 なんと

かしなければいけない。 然しどうしたらよいだろうか。 

小学校からの教育を考えてみよう。人間は言葉を使って考える。 心も言葉と共に成長する。 だから小学校の

低学年では国語をしっかり教えなければいけない。 自分の周りを正確に理解する手段が科学である。 科学の

言葉、それは数と図形である。 だから小学校の低学年では算数を充分教えなければいけない。 考える以前に

数の計算、九九などは徹底的に教えなければいけない。 電卓などは絶対に使わせてはいけない。 

下図を具体的なモノとして感じるようにならなければ、そして単純な図形の性質がわからなければ、其の児童は

科学的に考える力を永遠に失ってしまう。 自然界をより正確に認識するために、自然数と単純な図形を人間は

考え出した。 偉大なる発明である。 そして数学はここから出発する。 その出発点だけは、低学年で丸暗記

しなければならない。 そのイメージが出来てから数学を考えることが出来るようになる。 イメージの出来な

いうちは、電卓は数に対する基礎的な感覚を破壊する。 

理科や社会科は国語や算数の基盤の上に立つ。 また科学は自然界だけでなく、人間の社会や心の世界さえも正

確に理解する強力な手段を提供する。 

よって今でも「読み、書き、そろばん」は教育の基礎である。 

４. 教科書について 

私は現在、数学の教科書の検定委員長をしている。 よって小学校から高校までの全ての算数や数学の教科書に

目を通す。 そして、こんなことでいいのだろうかと考えてしまう。 

数学は考えるということが一番大切である。 ゆとりを持って考えるためには算数や数学の時間を多くして具体

的イメージのもとで十分考えさせなければいけない。 しかし現実は逆の方向に進んでいる。 少ない時間数の

中では面白いところまで進んだとき、直ぐ次の話題に変わってしまう。 これでは考える、と言う習慣が身に着

かない。 そして数学嫌いが多くなる。 基礎的、基本的な知識や技能等を繰り返し学習させるなどして確実に

習得させることは大切だが、それだけでは自ら学び、自ら考える力の育成にはならない。 今までより内容を少

なくし、やさしくしただけの教科書は失格である。 成る程、と思わせる説明、少し工夫しなければ解けない問

題などが随所にちりばめられているような教科書が多く作られることを期待したい。 

国語や算数を教える時間数が少ないので、しばらくの間は日本の科学技術は下降線をたどるだろう。 自然や社

会を正確に認識する力が衰えるだろう。 しかしいつの日か全国民がそのことに気付き、国語や算数を時間を掛

けて教えるようになるであろう。 そのような日が早く来ることを期待したい。 

５. 真理を求めて 

アメリカ映画「コンタクト」は次のような場面から始まる。 宇宙から電波がとぎれとぎれ地球に届いた。 そ

のとぎれる回数を数えてみると、2、3、5、7、11、13、17、、、97、となった。 これらの数はこれ以上

分解しない素数である。 素数が自然に発生するわけがない。 これは高度の知性を持った異星人からのサイン

だ、、、！ 私は此の映画を見たあと、自然数の性質は人類を越えた宇宙の真理なのだろうか、と考えてしまっ

た。 自然数は物事を正確に理解するために人間が作り出した言葉ならば、異星人にわかるはずがない。 もし

かしたら真理というのも人間が作り出した言葉に過ぎないのかも知れない。 

しかしそうだとしても、真理は人間が作った 高の言葉である。 そして真理に近づくために、物事を正確に理

解しなければならない。 そのためにも科学は大切だと思う。 

「科学教育の危機」 上智大学 理博 和田秀男教授 

          学士會会報 No.827 (2000-4) 130pp- 全文引用 
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言わせてもらお !：躾は親を映す鏡。 

書いて字の如く、躾は本人のためのモノ、子供を育てるのが、親のつとめなら、我が子が傍から見て心にも身に

も、美しさを身につけるという、無形の財産を我が子に残してやるのが躾ると言う行為でしょう。 

A 新聞の日曜版にもう 10 年以上、続投している欄に同名の、一寸エスプリが効いた、読者の小咄の投稿の欄が

あるのですが、今日の欄に、、、「牛乳！」と題して自分の子のことが書かれてありました。 

  、、、食卓に座ると直ぐ命令口調で「牛乳！」と言っていた 4 歳になる息子を、 

  都合で約半日、友人宅に預けた。 息子は帰ってきてから「忙しいところ、済み 

  ませんが、牛乳を下さい」と言うようになっていた。 これからも時々預けようか！、、、 

と言うモノ。 

皆さんはどう思われますか ?  私は、もし息子が、こんなに変わったら、とても預けた人に恥ずかしい。 とて

も息子 4 歳が自分の才覚で変わった、とは思わない、、、きっと友人宅でも食卓に座るや否や「牛乳！」をやっ

て、忙しい台所主婦の友人に、諄々と諭されて、躾られたとしか思えませんから。 我が家では手抜き親でこん

な事さえ躾られず、親爺の「おい、ビール！」の真似して覚えた「牛乳！」をやっていた 4 歳の息子が、ひょっ

とすると「これは恥ずかしいこと」と感じて、急に改まった言葉遣いに直ったのではないか、「これからも時々

預ける」とこれからも直るは直るモノの、我が家の躾の手抜きの恥を片っ端からサラケ出す様なことにならない

かと心配してしまう。 台所主婦は確かに気ぜわしいモノです。 一々、躾て居られますかそんなモノ？と言う

勿れ、預けられた友人はたった半日でモノの見事に躾て居るからこそ家に帰ってきても、我が子は、見違える言

葉遣いに変わったじゃありませんか。 何よりの証拠は、その言葉、冒頭に、「忙しいところ済みませんが、、、」

友人もお忙しい中を手抜きせず噛んで含めるように諭されたのではなかったか、私にはそう思えました。 

柔道で言うなら、ワザあり、と言うより完全に一本取られています。 親が心しなければ。 子供は親の言うこ

とで育つのでなく親のすること親の背中を見て育つのです、手抜きをすれば手抜き人間に育ち親を親とも思わな

い人間に育つのです。 口でいくら言ってもひっぱたいても親が「おい、ビール！」を改めない限り其の家で子

供の「牛乳！」は直らないでしょう。 だからといって安直に、友人の家に預ければよいモノでしょうか？ 大

人も大反省しなければ今の子供の躾は直らない、もうそうゆう状態まで、堕落しています。 

F/JA2RM 在フランス 5 年半、「自由」、「平等」、「思いやり」の三色旗の旗印が、このフランスの人々の

生活の隅々まで行き届いていることを実感させられました。 絶対個人主義のバックボーンは厳然として揺るが

ず、学校では外面を競うところではないのだから、運動会や、学芸会は一切有り得ません。 子供の躾は、就学

前に親又は大人社会が躾完了していることが就学や進学の大前提です。 子供の躾は大人の責任です。人の子供

でも子供がモラルに反すれば、その場で親以外の他人しか居なくても大人が注意します、小さな子供でも言うこ

とを効かなければ、他人の大人でもぶちます。 そんな、世の中のルールが守れない人のまま大人に成られては、

大人社会が全体迷惑するからです。 ぶつと言っても、頭ではありません。 

日本人は可愛いね、と言っても直ぐ頭を撫でたりこらと窘めるときでも簡単に頭を押したりしますが、外国では、

隣の中国でさえ簡単に頭を撫でたり圧したりはしません、頭に触ることは、辱めることを意味します。 西洋で

も撫でたりぶったりは頭にはしません。 ぶつのはお尻です。 フランスでは、2-3 歳までに燃料をたいている

ストーヴは、一見黒くても熱くて火傷することを身を以て教えます。 特に男の子には。親が未だ教えていない

と解れば、隣近所の小父さんや、お客に来た親戚や友人が、何だ駄目じゃないか小さい内に教えないと知らずに

触って火傷したら可哀想じゃないか、、、と言って、その場で教えます。 ストーブに其の子の指の先を圧し当

てて、軽い火傷させるのです。 今の日本の親は、そんな可哀想なこと、、、とストーブが熱いこと、火が燃え

移ることを教えておかないから、子供が知らずに火傷したり側に紙が飛んでいっても気付かず火事になって子供

ばかりが留守番中に焼け死ぬ可哀想な事故が絶えなくなりました。 可哀想だからと教えないのは、結果的に可

哀想な状態に放っておくことを意味するのです。 2-3 歳で肝に銘じたことは、非常事態の中でも咄嗟に思い出

せる貴重な記憶になるからこの時期に教えるのです。 この時期に教えない方が可哀想なのです。 日本人の

近の考え方には大人の、親の、「身勝手な思惑」が多すぎる様です。 一番可哀想なのが、「可哀想だから」と

知らされない子供のままで大人にさせられる、17 歳的大人でしょう。 ゲーム以外は何にも知らなかったりし

て。 

映画には映倫と称する組織があって未成年に見せてはいけない映画を決めてますが、ゲームにも「ゲー倫」と言

うのをつくって、躾や教育上よろしくないゲームや猫犬動物ましてや人を簡単にあやめるようなゲームは、作っ

て売る方にドンドン課税するなどは、ＩＴ革命の一環として佳いのじゃないかな?  政策的にも文部省推薦じ

ゃないのかな。 お歴々。 
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オリンピック・セレナーデ：鮫肌水着の秘密 

バルセロナ五輪の頃から、競泳の記録の 100 分の 1 単位の争いに勝つには、水着の抵抗を減らすことも大切な

ことと言われてきました。 アシカやアザラシ、ウナギの肌、ツルッとかヌルッとがいいとか、撥水性のシリコ

ン繊維は水を弾いていいだろうとか言われたのは今や、昔の技術になったようです。 

今年のシドニー五輪は、各国の水着布地メーカーのオリンピックでもあったようです。 

各国の水着布地の焦点は「鮫肌」メカニズムに絞られていたようでした。 

「鮫肌」って、ご存じですか? 昔から、逆撫でしたら大変、で知られお寿司屋さんや、魚の刺身用のワサビお

ろしの究極のおろし金は、鮫皮に限ると言われたモノです。 順方向に撫でれば、殆ど引っかかることはありま

せんが、非常に細かい凹凸の上を滑っていく感じでイマイチ、アシカやアザラシの皮膚には叶わない感じですよ

ね？ 

水というモノが、空気のように固まろうとする力が殆どないと考えると、此の感覚は、正しいようです。一方、

木を切るとき直刃のナイフと鋸では、どちらが早く切れますか? ぶっちぎりで鋸に軍配でしょう。 此の、木

ほどではなくても水に相互に、塊になろうとする力が働いているとすると、十分に細かい刃の鋸効果で、じっと

している水同志の間を裂く様な働きが、僅かながら常に働くのが、プラスに働くらしいのです。 鮫の肌は、数

千万年の鮫としての進化の過程で、自然にじっとしている水を急に切り裂いて突き進むに究極 適の抵抗回避の

サメハダ構造に進化していたのだそうです。 シリコン繊維の撥水性も、アシかやアザラシのすべすべもそれぞ

れ、水の抵抗低減に有効なことは間違いないのですが、サメハダの計算し尽くされた水抵抗回避性は、一見細か

い凹凸でも全く馬鹿には出来ないモノであったようです。 

こうして、従来は、水抵抗性を実験するのに、水着を付けた人形を静止させて水の方を流して測るのと、水を静

止させて水着人形に水を切り裂いて走らせるのとはほぼイコールと考えていたのを改めて、実験したところ、

色々なことが判ったらしいのです。 今のところ各社とも企業秘密ですが、目の鱗が落ちるほどの進展があった

ようですね。 あのザラザラに見えるサメハダにそのような秘密が一杯隠されていたとは、驚きでしたね。 更

にその事からの波及効果も出ているのです。 

水着は、抵抗を作る媒体が水でしたが、飛行機や自動車や新幹線では、切り裂いて走る相手媒体は空気です。 空

気では鮫肌の効果のような代表的具体的な自然物が見当たらないようです。 しかし、コンピューター解析によ

って、 適な、センサーとアクチュエーターを組み合わせることによって流体制御をすることで表皮構造で、空

気抵抗を際だって低減可能な「スマート・スキン」が開発され、此の「スマートスキン」を飛行機や、自動車ボ

デイーに応用すると空気抵抗を従来より更に低減することが可能になったのでした。 勿論鮫肌の凹凸より更に

小さい(相手が空気ですから)抵抗吸収フラップで、25 マイクロメートル程度のアクチュエーターをその程度の

オーダーの距離間隔で沢山表皮状に配置するわけで、センサーは更に小さいようです。 これからの時代、全て

の技術はオリンピック並みに、細かい神経でもって、開発され競い合って行くことになるのですねえ。 

パピイ・ニュウス：田無市保谷市 JCC#1018#1017 は消滅 

坂上田村麻呂以来 1000 年の征夷将軍の参謀格、尉殿（じょうどの）達の宿駅として歴史ある田無と保谷が合

併して人口約 30 万の西東京市という名の、今度は一転して、無味乾燥度 100%の名前の市として 2001 年 1

月 21 日から発足する事になり、JCC#1017 と JCC#1018 が消滅します。 JARL の発表は未だですが、

JCC#1030 （西東京市）になりそうです。 

そのせいか、あらずか、此の 10 月、坂上田村麻呂以来の征夷将軍麾下の尉殿達を祀ってその名も尉殿大権現と

して長いこと崇められた、今は、田無神社が、江戸後期の江戸彫物御三家の 1 神田川、島村俊表の手になる（万

延元年（1860）作）本殿が、殆ど傷みもなく保全されていたことが確認され、晴れて東京都の指定文化財に登

録されました。 因みに、神田鍛冶橋の掛かっていた神田川は、私が上京した昭和 25 年（1950）に埋め立て

られてしまいましたが。 

西東京市、味も素っ気もない此の名前、田無保谷の、有権者意見投票の結果、45%程の 1 万 3 千余票の得票で

第 1 位当選した、新市名なのだそうです。 その名の由来は、つい先年田無市の西のはずれ、海抜 22m の一番

高いところに建てられた、MGA 無線の鉄塔、田無タワーの正式名称が、西東京タワーというのだそうで、これ

に因んだモノと言うことです。 

ただ、此の西東京タワー、展望台は、初め、開設後は暫く公開されるとのことだったのですが、そのテープカッ

トの日、 初の登り初めの 3 組の老夫婦の初めの組がエレベーターからデッキにおりる際、エレベーターレベル
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が「だんち」で躓いてすっころんで大怪我してしまいお祝いも途中中止という縁起でもない事になって以後公開

中止で今日に及んでいるのですが大丈夫ですかねえ? かなり強烈なケチが付いている名前なのですが。 

合併しても、町名がダブル町は田無本町と、保谷本町のみで、それぞれ「本」抜きになるだけで、他は全く変わ

りなし、昭和 27 年に始まって、48 年越し繰り返した合併話、途中団地名を市名にしようとして、美空ひばり

後援会からまじめに、クレームされた「ひばりがおかし」はとうとう実現せず、両市に跨っていた、ままこの田

無市ひばりが丘は、西東京市ひばりが丘3丁目として保谷市側の1-2丁目とやっと繋がり呼び名になりました。 

消滅予定の田無市、各バンドで、サービスしています。 ご希望の向きは、ＳＷＬワッチして捕まえて下さい。 

メールリクエストは、本来邪道と考えます。 新市誕生後は、新市移動サーヴィス専門の連中がワンサカやって

くることでしょうが。 無味乾燥度 100%の市名になりますが、お見捨てなく宜敷。 
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パピーニュウス第 28 号（2001 年 3 月 11 日号） 

西東京市の話(1)：人口は? 

東京都の保谷市と田無市が合併して 21 世紀を記念する日として 1 月 21 日から西東京市が発足しました。 初

代の市長は保谷さん、西東京市の保谷市長は、と言うことになりました。 何とも変ですが仕方ないですね。お

名前ですから。 

所で、2 月 1 日現在の、市民人口が、町丁別、男女別、年齢別に発表されました。 細かいところは省略して、

旧保谷市区と旧田無市区の男女別は、 

 男 女 合計 女/男比 

旧保谷市 53202 51062 104264 58.7% 

旧田無市 35156 38140 73296 41.3% 

トータル人口を男女比較 年齢年代別に見ると面白い。50 歳を境に男女比逆転。 

世代別 男 女 女/男比 

0- 9 7906 7623 0.964 

10-19 8821 8488 0.96 

20-29 14983 13309 0.888 

30-39 15029 13407 0.892 

40-49 11449 10822 0.94 

50-59 12448 13021 1.05 

60-69 9776 11483 1.18 

70-79  6048 7343 1.21 

80-89 1693 3089 1.82 

90-99  203 599 2.95 

100- 2 18 9 

ああ、男はつらいヨ。 

貴方の町、市町村や郡は如何でしょうか?  こんなにもハッキリと、男女の平均寿命の違いを示しているのでし

ょうか? 

保谷西東京市長の云うところでは、先ず取りあえず 20 万都市を目指しながらインフラを整備して、ライフライ

ンを拡充して、住宅地を増やして、10 年後には 30 万都市を目指したいのだそうです。 何を考えてオジャル

のやら。 一概にホウヤホウヤとついて行くわけにもイクマイテと皆の衆の弁。  

RM パピーの昔話：「男・女は産み分けられる」 & 「姿 三四郎」 

西東京市の人口の年齢別を男女比較したところ、平均寿命の男女差が浮き彫りにされましたが他にも、若年層が

どうやら男性が多い傾向になりつつあるように見受けられます。 此の傾向は、世界的な学説としても「自然は

自己修復する」例として有名なほどで、例えば、大きな戦争があって男性が消耗して、男女人口比が大きくバラ

ンスを崩すとその社会では、産まれてくる子供の男女比は自然にその傾いたバランスを修復する方向になること

が知られているということです。 更にこのほか、食べ物の地方性などによる地域的男女バランスの傾向、更に、

その土地の土壌 pH が食物を通じて、地域的な男女比に及ぼす影響などがあり、更には、個人乃至は家族的な偏

食傾向が子供の男女比偏りに現れる傾向などが研究されており、、、、これをひっくり返して応用することで、

かなりの高確率で子供を男女産み分け得るのだという説が、昭和 33-34 年頃盛んになされ私の記憶では、富田

有為男と言う環境衛生学のドクターで、お名前が全て母音で 少 3 音 3 文字だったことからニホンカナモジフ

キュウキョウカイの役員をしていた方の著書が有名でした。 後年聞き及んだ所では、此の著者は、何と「姿 三

四郎」の著者講道館高段者で、ドクターだった富田常雄氏のご長男で、御父君常雄氏自身が既にその説を信じて

食べ物を選んで、柔道家の後継ぎを得るよう自分を作ってくれたのに自分はその期待に応えられるような柔道家

にも小説家にも開業医にも成れなかった、ただ、食物の食べ分けで、子供の男女を産み分けられる説は嗣いで、

宣伝したと、何かに書いて居られたと伝え聞き、アレマ、オヤオヤユズリと思ったことでした。 記憶がかなり

曖昧なので、正確には著書に頼っていただきたいのですが、戦後の食料欠乏で米麦でない雑穀や、雑魚、イナゴ、

渋の多い木の実などは、明らかに身体を酸性にして、男の子の確率をうんと高くし、戦争で消耗した男を補充す

るのだそうですし、菜っぱ野菜を充分取ると、身体をアルカリ性にして、女の子の確率が高くなる、但し、トマ

トを連日 3 食常食すると、ほぼ確実に男の子を産むことが出来ると書いて有ったように思います。 勿論母体だ
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けでなく、子供を作る大分前から夫婦とも食生活を共に変えなければならないのです。 半年、1 年という長さ

で。 

我が家は何故か男ばかり、とか、もし今度絶対男の子ならもう 1 人産んでも、というようなとき、是非おためし

下さい。 

うちの息子の嫁に初め女の子を産んだ後 此の話を聞かせたら、その後、ウフフフ、、ウマクイッテマス！、、、

と 3 連続 団子三兄弟。ヤルモンダ！ 
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パピーニュウス第 29 号（2001 年 4 月 3 日号） 

西東京市の話（2）：地誌 

東京都の輪郭を西向きのシーラカンスの様な魚の形として喩えると西東京市の位置は、ほぼ真ん中に立つ背鰭の

後ろの付け根に位置します。 元々廃藩置県直後の両市の所属県は保谷が埼玉県、田無が神奈川県でした。 神

奈川県多摩地区が勅撰県令（今で言う県知事）に反発し再々不穏の動きを示したので、明治１０年代に次々３多

摩郡を東京府に移管した。 このとき田無は東京府に編入された。 １０年以上も遅れて、埼玉県が日本一小県

だった岩槻県を併呑したゴタゴタにかかずらわって荷重になったので、 も東京府に食い入っている清瀬、保谷

付近を東京府に移管して東京府に編入された歴史を持っています。 このとき背鰭が出来たわけです。決して東

京都の西の部分を占めるわけではありません、東端西端を結んでの中点よりわずかながら東です。 なのになん

ーで「西東京市」の？・・・・・答えは極く単細胞的。 

東京地区に MCA 無線とか言う無線の鉄塔が３本有るのだそうです。 曰く北東京タワーが赤羽付近に、東東京

タワーが小岩か新小岩付近に、そして西東京タワーがここ田無の西端に。 毎夜ライトアップの色が明日の天気

予報をするので、今では市民に無くてはならないタワーでもあるのです。夜更けてひっそり帰ってもテレビ点け

たり新聞をガサゴソ音を立てて家族の眠りを妨げなくても明日の天気は判り安心してバタンキュウー出来るの

ですから。 で、市民投票の結果ダントツで１萬３千５００票ほどの得票数でケッテー！となってしまったので

した。 ですから、皆さん、西東京市と言っても決して東京の西の部分を占める市ではなくシーラカンスの真ん

中の背鰭の東側の付け根にこびりついている、西東京タワーのある市だと覚えて戴きたい。 二つの市庁舎の位

置を示しますと、 

    田無地区庁舎： 北緯３５度４３分２１秒 東経１３９度３２分２９秒 

    保谷地区庁舎： 北緯３５度４４分１９秒 東経１３９度３３分１８秒 

平均海抜、標高 67ｍとされています。 

元々関東ローム層 10m 以上の武蔵野台地のほぼ中央、東京都のほぼ中央北部に位置し北は埼玉県新座市に東は

練馬区に南は武蔵野・小金井両市に西は小平市及び東久留米市 6 市区に接しています。 総面積 15.85 平方キ

ロ、差し渡し 東西 4.8km 南北 5.6 km。 

地勢は北に白子川、中央部に同支流の新川、南部に石神井川があり何れも西から東に流れその沿岸は周りより

2-4 メートルの低地となっています。 一般的にはほぼ西から東のなだらかに傾斜したほぼ平坦な平野といえま

しょう。 

西東京市の話(3)：武蔵野としてどんなところだったのか 

櫟や欅の林が続く武蔵野の台地にいくつかの川が刻んだ起伏で、林が途切れてはいるが、ローム層に川が運んだ

砂地で、米はもちろん穀類も育たない、甘根などの草と、葛や八重葎などの巨大豆類が砂地を覆う広大な荒れ地

だったようです。 谷戸、保谷、田無、狐山、、、、などの古名は、それらを偲ばすに充分です。 狐山は、田

無高校の西から向こう台の台地を東に続いていて東伏見までの台地だった様です。 葛は、米の次ぎにネズミの

好物でネズミが又狐の御馳走で、結局、深草の少将も通い詰めたという傾城白拍子[葛の葉]もうたた寝の隙を見

せて、狐とばれてしまい篠田の森に逃げてしが、、深草の少将は葛の葉が忘れられない。 狐は葛の繁茂する森

の端に棲息していたのです。 ここら当は、日本武尊、更には坂上田村麻呂の東征以来、征夷将軍とその参謀将

校「尉殿」（じょうどの）様たちの領地と住居のあったところらしく 1000 年の歴史がある地名のようです。 

田無にも保谷にも尉殿神社が古くから祀られています。 

田無の有名なお百姓さん、知らぬ顔の半兵衛さん達が狐族と共存していたうちはよかったが幕末に近付くと治水

と開墾が奨励され、荒れ地も年貢の対象となっては、開墾せざるをえない。 更に、明治のご一新。侍は食うに

困って半数は帰農せざるを得なかった。 荒れ地の開墾しかなかった。狐はドンドン追いつめられて、、、一番

沢山松の生い茂った台地の東端に追いつめられた。 17 家族の狐の親子。 松葉燻しにあって敢え無い御 期。 

今も跡が残るわずか 10m 四方の所に 17 の狐穴があったらしい。 無惨。狐族は絶えた。 

祟りを恐れたこの地の地主連が浄財を募って稲荷を建立、稲荷信仰の大本山伏見稲荷に願って勧請しここを東伏

見と定めて狐族の霊よ安らかに豊穣を給われとばかり祈ったのです。 もし東伏見のお稲荷さんを訪れることが

有れば裏山の狐家族の終焉の地に追い詰められて逃げまどったであろう彼等の苦衷を察してやっていただきた

い。 動物とて命有るモノ、だけではない我々人間の主食であった、米を初めとする穀類をネズミの横取りから

護る大切な役目を果たしていたのでした。 
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西武新宿線東伏見の赤鳥居、更に参道鳥居から約 300 メートルの松山。 又車なら、青梅街道関前から東伏見

の乗越交差点から 100 メートル足らず。 新春と初午は植木市もあり賑わいます。 是非一度如何かな？子供

さんの教育の参考と動物愛護の精神昂揚に格好の教材でしょう。 

更にこの西東京に限らずこの多摩台地の一帯の旧農家には、必ず一家に一カ所、邸内稲荷が祀られているのも特

徴的です。 それほどこの地区には極普通に狐が棲息していた昔があって人との関わりも深かったことを思わせ

ます。 是非散歩の途次にも気を付けて見て下さい。 
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パピーニュウス第 30 号（2001 年 4 月 7 日号） 

西東京の話（４）：田無と保谷の合併話。 

これは一般的な市町村の合併話とは言えないかも知れない。 日本が明治維新を成し遂げ、幕藩時代に諸外国と

勝手に結ばれたかなりの不平等条約を近代的な借款に置換え、且つ平等条約に書き換えて、名実共に近代独立国

家の形と対面を整えることが出来たのは、明治 23 年 10 月 5 日のこと。 このことのなる日を待ちわびて明治

政府はさらなる日本国の行政の合理化を模索していた。 一方では、道徳国家、教育普及国家への指向でありこ

れは急がれて同月 30 日の明治天皇の詔勅教育勅語の渙発となってスタートした。 行政の合理化つまり地方の

市町村の細かい区割りを外して今言う郡単位の郷組織化も検討された様で明治 23 年東京府下の殆どの村に、隣

村との合併の都合如何かとの下問がなされている。 納税分限者の税の一部によって各村の経済が運営されてい

た時代でしたから各村の利害対立は覆うべくもなく殆どがにべもなく謝絶されこの企ては時期尚早としてお蔵

にはいる。 戦前は、貴族院・衆議院の 2 院制というモノの、勅撰議員と多額納税者による選挙制で、納税しな

い低所得労働者層に選挙権はなかったのです。 

敗戦によって GHQ の勧告により先ず普通選挙次いで女性参政権を認め、社会党内閣誕生で農地解放が実現して

小作制度が廃止され小作者は、不在地主から国が只で没収した農地を坪 1 円 44 銭で購入することを得た。 こ

れによって始めて明治政府が模索した行政の合理化に向かう足場が出来るはずだったのです。 日米行政協定に

基づいて昭和 29 年「町村合併促進法」成立、これに基づく「東京都町村合併計画」の策定についての都知事の

諮問に対しこの地区は「1 市 3 町合併」（武蔵野市、保谷町、田無町、小金井町）を要望する旨の答申を行った

のが 初でしたが、しかし都側も自治体側も動かず終わり、その後昭和 38 年ヒバリが丘団地の 2 町に跨る巨大

団地問題から、合併問題が議論されましたが団地外は冷淡冷静。 更に昭和 40 年団地外も巻き込んでの議論成

功、いざ準備まで行ったとき妙な横やり「その名前待った !」田無町、保谷町の合併市名が、「ヒバリが丘市」

しかし耳から聞けば「ひばりが可笑し」と変わらなく聞こえおかしいと、美空ひばり後援会東京西支部から抗議

有り頓挫。 それぞれの町から市に昭和 42 年 1 月 1 日昇格と言うことで治まったのでした。 

少子化、高齢社会などの社会環境の変化から合併の議論が始まり平成 10 年 2 月、任意の合併推進協議会設立、

議論は一歩前に出、平成 11 年 10 月法定合併協議会に移行設置、本格合併計画策定、平成 12 年 7 月 18 歳以

上の市民を対象に合併の賛否決める市民意向調査を投票形式で行い、両市とも、合併賛成過半数を占めたことを

受け両市議会で合併を可決し同年 8 月の合併申請書の調印、都への申請書の提出を経て平成 13 年 1 月 21 日

合併が実現しました。 

尚、1 月 21 日という日にちは、合併が 21 世紀の第 1 年に出来たことの記念の意味を持たせたモノだそうです。 

念のために書き添えます。 

西東京の話（５）：第二次大戦下の田無 

昭和に入って、土地改良と共に電鉄会社の沿線開発が流行した。 又この副業が始まらなかったら、私鉄の路線

敷設開業が戦前ここまで進んだで有りましょうか。 関東では、千葉で京成電鉄が、北関東では東武、秩父地域

で秩父鉄道、東京南部から横浜に掛けては東京急行電鉄が、神奈川で京浜急行と相模鉄道、小田原箱根で小田急

と箱根登山鉄道が、そして三多摩地区から埼玉西部に掛けて、西武鉄道がこの時期路線を延ばし、沿線の住宅地

開発をしたからこそ今日の町と、そしてそれを繋ぐ鉄道が存在すると行って過言でない。 戦後に出来た鉄道は

地下鉄が主体で、高架化・複線化などはされたが田園都市線をのぞいてさしたる鉄道路線の敷設がなかったのも

特徴的です。 

私鉄路線と土地開発の中で西武は若干立ち後れ、小くぶんじから川越までの間は縦横に路線を張りましたが、後

は、これらとそれぞれ高田の馬場、池袋の間をつなぐのがやっとでした。 これが戦後も電車で南北に繋ぐ路線

がないことが恨めしい原因になりました。 と言うのが、西東京の話（３）に書いたように明治ご一新後間もな

くの頃からこの保谷や田無の荒れ地は広大な地筆のまま日本橋の某不動産屋が落札したまま手放さず、西武もわ

ずかに線路用地を確保するのが精一杯だった経緯があるようです。 小作農が細々と麦や芋や野菜を作っていて

春にはヒバリの囀りが松林や櫟林に木霊するそんな長閑な風景だったのです。 

昭和 6 年 9 月満州事変が始まっても何も変わらず昭和 11 年 7 月戦争が中国北部に広がっても未だここにはさ

したる変化は無かったのですが、翌 12 年ついに軍用品の工場の拡大がこの地の芋畑を突如工場に変え始めたの

です。 軍用飛行機の設計レベルが世界的に達し、漸く軍も国産機の大量生産をはかる方針を打ち出したのです

が、エンジンの製造精度がいまいち職人芸に頼っていたのが、中島飛行機のエンジンが小型ながらどうにか量産

レベルに達したのです。 三菱の機体にも中島のエンジンが採用されるにいたって、荻窪工場だけでは間に合わ

ず武蔵野工場がこれに当てられ、エンジンの試運転兼仕上げ整備工場が田無の北部の松林と櫟林の中に作られ、

翌 13 年にはその隣接地にエンジンや潤滑、燃料ポンプなどの鋳物や鍛造工場が造られました。 14 年にはチ
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ュウタンコウバ、と言う呼称を嫌って「中島航空金属」と言う一丁前の会社名になったそうです。 850 馬力

の空冷発動機が殆ど不合格無しでここで 終組立整備されて、各飛行機会社に毎日百台以上出荷されるようにな

る頃、町ではアメリカと戦争になるとの噂が流れ、買い溜買い占めの監視に警察が目を光らせ、非国民呼ばわり

が始まったそうです。 暑い夏、それが昭和 16 年だった由。 そして軍事教練場が出来、診療所が出来た頃米

英と開戦、新聞やニュース映画に出てくる飛行機のエンジンが殆ど中島のチュウタンコウバやエンジン工場で作

ったモノなので、田無の人たちも鼻をうごめかしたモノだったそうです。 そのころ中島航空金属の診療所長だ

ったのが、戦後ラジオのクイズ番組で有名になった、医学博士で画家の宮田重雄氏だったそうです。 チュウタ

ンコウバの人たちは、食糧の配給に異常な不満を持っていて、軍の監督官に毎日文句を言っていたそうです、我々

は人の何十倍も重いモノを朝から晩まで運ばされているのに人並みの 2 合 3 勺の 5 割り増ししか配給がないの

はおかしいと。 これには軍が答えたそうです。 配給を増やすのではなくて、軍が土地を借り上げ、東久留米

駅からチュウタンコウバまで引き込み線を敷設し、西武池袋線に貨車が投入され重量物運搬の仕事の半分以上が

貨車に置き換わったそうです。 貨車の数が増えることになり、エンジン工場までレールは延長されたが電気が

足らず、エンジン工場の人たちは手で貨車を押して、チュウタンコウバまで押していたと言うことです。 いか

にも当時の日本の国力の限界を知る話で笑うに笑えません。 この貨車押しのために昭和 19-20 年には、谷戸

と保谷国民学校の５年生と６年生が動員されたこともあるとのことです。 

戦後引き込み線は西武が架線を外しましたが線路は赤さびて残っていて、東久留米、保谷、田無 3 個町にわたる

日本 初のマンモス都営団地の建設に際して十分運搬役としての 2 度目の御用に立ったようでした。 チュウタ

ンコウバは 2 転して今日本重機、宮田画伯の診療所は今の田無病院、エンジン工場と軍事教練場は小学校として

かすかに偲ぶよすがを残しています。 
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パピーニュウス第 31 号（2001 年 6 月 16 日号） 

同年輩の友人に起こったこと 

これは、皆さんに良く理解して置いて戴いて遅滞無い注意を払っていただかないと、、、と言うことをお知らせ

しておきます。 呉々も手遅れにならぬよう。 

心筋梗塞って、どう来てどうなるの？（死の淵から帰った人の反省の弁） 

若い頃の結核の影で肝癌が見えなかった！悲運 

心筋梗塞発作を感じたら、 短時間で心臓外科手術に！：（助かる唯一の道:随順文庫 no.5 から要約引用） 

モノの順序から言うと心筋梗塞の直接の引き金は、心臓ポンプを伸縮する筋肉に大きく分けて 3 区画に分けて血

液を循環している心動脈の血管に、狭窄又は何かが詰まることで、その為血流が停止し、為に短時間でその部分

の筋肉が、死亡して行く現象で、もし狭窄が起こっても 4-5 分で、カテーテルが心臓血管まで届いて先端バル

ンが膨らみ、ステントで狭窄が広げられて再び血流が戻れば、筋肉はホンの一時、気絶状態に陥るだけで、死ぬ

ことはないので、リハビリで、かなり良い状態に回復できるのです。 

然し一般には、心筋梗塞を起こしても、本人も周りもその常識がないため我慢出来るだけ差せてしまって、筋肉

壊死が起きてしまい血流の止まった血管内の血液も凝血してしまう状態になってから、病院に運び込まれ、心臓

の筋肉１/3 は壊死した上にそこから、更に固まった凝血が血管に運ばれるため、全身の至る所で、血管の閉塞・

血栓事故の可能性が高くなるのです。 心筋の残り 2/3 系に詰まる可能性がかなり高く、予断を許しませんし、

更には脳の毛細血管に引っかかって、脳梗塞、硬膜下・くも膜下出血などを惹起することも多いよし。 ３／３

が壊死すれば心停止のお陀仏ですし、2/3 系が壊死しても、回復はおぼつかないことになるらしい。 

事ほど左様に、心筋の死亡、壊死と血液の凝固は極めて短時間に起こることを知って置かねばならない。 賢い

人でも忙しい人でも高給取りでも汲み取りでも、神仏もこればかりは待っては呉れないことを知るべきです。 

家族に電話する暇は無く先ず救急車を呼んでからの待ち時間にすることです。 病院に搬入されたらいささかの

躊躇もなく、家族の到着を待つことなく、医師の手術同意書にはさっさと本人が同意する旨申し出て、心臓カテ

ーテル検査手術に掛かって貰うことです。 一刻一秒が勝負なのです。 

さてここでお気づきの問題がありますね？ 

Q1) 心筋梗塞かどうか自分の胸の痛みの始めで判断が可能か？ 

そうです。大問題でしょう。ですから、少なくとも２年に一度は人間ドックする。 そして、その際、医師に自

分の心臓の将来梗塞の可能性と、その時どんな症状で始まるかを聞いておくことが必要なのです。 

（１）左胸に急に熱い針でも刺したような、小さいが鋭い痛みが走りどきどきする。 

（２）痛みと動悸が若干ＱＳＢしながら、頭、胸、脇腹、太股に冷たい脂汗がが出てくる。 

    （この段階で病院の医師のところに辿り着ければ、手術結果は相当良好） 

（３）心臓は心、非常に心細くなり携帯で家族に話しかけたくなるが、救急車を呼ぶべきなのです、 

 

痛みと冷や汗が、、、、。もう我慢できない、、、、。椅子からずり落ちそう。 

こんな状況のようです。 後２０分ぐらいで手術しても、回復不能の梗塞に陥り数時間で絶命。 ということも。 

くわばらくわばら。 平生の食事、適度の運動、節酒、禁煙。医師の指示に従うこと。 自分は丈夫だから、、、

の考えは、不惑（数え年４０歳）で捨てること。 

もう自分で活きているのでなく、自然森羅万象が、この男は邪魔にもならないからと活かしているだけ。 そろ

そろ邪魔かなと思えば、心臓の血管をたったイッカショホンの一寸細めてみるかも。 要は貴方、貴方の決断な

のです。 平常も、その時も。 

Ｑ２） どの病院？ 

運命の分かれ道であるようです。平生から入院経験者の評判採点を、「冷静に解析」しておくことです。 

１）自分の行動範囲にどんな病院があるか。救急病院は。 

２）心臓外科はあるか。 

３）救急医は心臓外科医か。 
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４）特に心臓外科の評判はどうか。 

大抵の町に一つくらいは心臓救急ならあの病院に限る、という評判の病院があるモノ、これを聴き留めておくこ

と。 救急車が多分知っているから、はっきりこれは心筋梗塞だから心臓救急へ、、、と救急隊長に申し出るこ

と。 こうした心構えがあるのと無いのでは、地獄極楽の差。 自分の身内で起こった時でも対処出来ます。 結

果が雲泥の差。 

では、グッド・ラック。（勿。ならないのが一番だが。） 
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パピーニュウス第 32 号（2001 年 6 月 21 日号） 

西東京の話（8）：自然を見つめる会のことども（その１） 

１０年程前、境新道から北原交差点の間にラッシュアワーには開かずの田無東踏切があり、西武は、道路交通の

方が困るなら道路の方が立体交差にすべきであると主張していた。 実際その為にその２００ｍ東には、２０年

程も以前に西武の経費で作らされたガードがあるのに下の道は拡幅されず人が通るのがやっとの道のまま放置

されていたのです。 住民の大気汚染反対の筵旗で。 しかし時代の要求は交通量の増加という止むに止まれぬ

要求であるとして、ここにバイパスを造る当初の計画着工が強行された。 

建設強行側のエックスキューズは、次のようなモノです。 一理あるようにも思えます。 バイパスを作らなく

ても境新道を走る車の量は増え益々この踏切で渋滞してアイドリングしたりふかしたりして、踏切の空くのを待

つ車の吐く排ガスの量はこの地区を渋滞しないでサッサと通る車の正常排気量よりトータル量で多くなる可能

性があるのだとするモノでした。 じゃ、ホントかどうか今の値をを計っておこうそれも我々自身の手で。 と

みんなで手分けして都の排ガス測定装置をそっくり借用恐る恐る運んできて、協力してあちこち計ったときから、

この見守る会の地道な活動が始まっているのです。 

田無の自然を見つめる会・会報 平成１３年３月号 VOL. 35 から引用。 

大気汚染 NO2 測定結果 ：２０００年１１月３０日-１２月１日：測定：市内１７６ヶ所 

天候：11/30： 晴： 12/1： 午前：雨： 午後：晴： 微風 

今回の特徴は、全市でここ数年にない高濃度だったことです。 新青梅街道の３中前交差点では０．１２０とい

う数値を記録しました。 新青梅街道１１カ所の平均値が 0.071 というのは、裁判になった尼崎や名古屋にも

匹敵するような数値です。 その他のワースト１０は、田丸屋からコール田無、総持寺、駅前、網元前と北原交

差点の周りとなっています。 

予想通り、谷戸境新道の交通量が増え、南町に汚染の範囲が伸びました。 新ガードそばのプリンスハイツの所

から、向台公園そば矢ヶ崎農園までの新しい道路沿いで 0.069 と 0.067 が出ました。 （今まで南町では 0.06

台になったことはありません。） 

此の会の大気汚染測定は、此の道路建設による汚染を心配して始められたモノですから、北原交差点まで全面開

通したら直ぐに悪い予想が当たってしまったことになり、やりきれない思いです。  東大農場を、農場と演習

林に分けて汚染度を比べてみると、農場は 0.04 レベルで、演習林は 0.03 レベルとはっきり差が出て、樹木の

効果を実感します。 

＜今回測定の汚染度高い順ワースト２０＞ 

補助番号 番地 場所通称／説明 99/12 数値 00/6 数値 00/12 数値

1731 18 ３中前交差点 0.050 0.058 0.120 

1314 7-28 田無神社裏 0.035 0.049 0.093 

1352 7-27 田丸屋酒点 0.034 0.078 0.085 

7151 26 元祖寿司前 - - 0.085 

1242 21- 遠藤歯科前 0.042 0.069 0.078 

5393 23- マックスビデオ前 0.027 0.056 0.076 

1232 12-14 総持寺向い側 0.044 0.050 0.074 

3111 1-1 北原交差点 0.027 0.069 0.072 

1225 1- 駅北口 0.039 0.050 0.071 

1541 10- 新青梅農協裏 0.050 0.059 0.071 

1243 14- プリンスハイツ前 0.039 0.047 0.069 

8116 12-6  0.036 0.027 0.069 

1114 6 総持寺裏 - - 0.069 

2373 16-2 224 号矢ヶ崎農園 0.035 0.032 0.067 

1761 19-1 アベックス家具 0.055 0.056 0.067 

1362 1- 大和屋前 0.047 0.048 0.066 

9561 8- 田無タワー 0.050 - 0.066 

1742  橋場交差点 0.037 0.049 0.065 

1771 7-18 消防署向い側 0.054 0.076 0.065 

1253  第一勧銀前 - - 0.064 

（その月の新道開通状況） --- 旧青梅・迄 完全開通 
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＜今回測定道路別の数値＞ 

道路 測定個所数 平均値 ppm １番高かった所 数値 ppm

新青梅街道 11 0.071 3 中前交差点南側 0.120 

青梅街道 13 0.063 田丸屋酒店前 0.085 

谷戸・境新道 18 0.055 マックスビデオ前 0.076 

所沢街道府中道 14 0.055 田無神社裏 0.093 

１日１００台以上の交通量の多い道 42 0.045 駅北口 0.071 

住宅地 団地 44 0.044 向台１丁目 0.069 

道路に面していない所 6 0.039 市役所前 0.056 

公園 2 0.035  0.036 

東大農場 16 0.040  0.064 

演習林 8 0.033  0.047 

住宅 2 0.036  0.037 

＜今回測定町別の数値＞ 

町名 測定個所数 平均値 ppm その町で１番高かった所 数値 ppm 

本町 28 0.063 3 中前交差点南側 0.120 

南町 16 0.049 矢ヶ崎農園 0.067 

西原町 14 0.044 北原交差点華屋前 0.072 

緑町 16 0.043 六角地蔵 0.062 

谷戸町 15 0.046 マックスビデオ前 0.076 

北原町 10 0.053 元祖寿司前 0.085 

向台町 28 0.046 向台町１丁目 0.069 

芝久保町 25 0.049 田無タワー前 0.066 

東大演習林 24 0.038 道路沿い 0.067 

[汚染度数値の説明] 

0.020ppm 以下 比較的汚れが少ない 

0.021 - 0.040ppm 少し汚れている 

0.041 - 0.060ppm 汚れている 

0.060ppm 以上 大変汚れている 
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パピーニュウス第 33 号（2001 年 6 月 24 日号） 

一寸一言：「真空管の伝説」＊註）に。 

此の本は、1933 年生れの著者が真空管時代のラジオにまつわる事どもを後世に残そうとするいわば貴重なメモ

なのですが、1932 年生れのパピイから見て「ホホウ、そうでしたね。」ということが多い反面「チョットマッ

テ、一寸待って、play back, play back、、、」がいくつか有ります。 まあ大抵のことは、見方の問題でもあ

りますので、看過して判定を後世の歴史考証に任せるのも却って良いかと思いますが、此の本の記述自体が、考

証に使われると一寸問題だね、、、という部分もあり、一言補足しておくのが親切というモノかも、、、を記し

ておきます。 

同書 54 ページ「アンテナとアースの話」の章の冒頭、「消えたラジオ用アンテナ」の項。 

昔、大正末期から昭和の初め、ラジオ放送が始まって、放送局の数も限られ出力も弱く、受信側は、鉱石ラジオ

が主体で、放送電波のエネルギー自体で、レシーバー（当時のヘッドフォンをこう呼び慣わした。パピイ註）を

鳴らす仕組みであったため、電波の取り込み通路であるアンテナとアースは、必須で大切であった。 竹竿や木

柱を建て高く長く銅線を張ってアンテナとし、湿った地面に、なるべく深く穴を掘ってなるべく大きい銅板やア

ース棒を何本も入れ周りに木炭を目一杯埋めて土を掛け、可能な限り良好な接地を心がけて、ラジオの受信は始

まったのでした。 

真空管というモノが普及し始めて、真空管ラジオが自作されたり、セミプロやプロによって作られて売られたり

し始めますが、A 電池（フィラメント用）・B 電池（プレート電圧用）（今も B 電源の言葉は残る）・C 電池

（グリッドバイアス用）の電池ラジオ時代はアンテナとアースは必須でした。 ややあって、ヘテロダイン、イ

ンフラダイン、オートダイン、など組合せ回路で感度を上げたり、放送局が近くに出来たり、放送局が増力した

りすると、屋外の高いアンテナが必要なければ枠型のループアンテナや屋内アンテナで代用されることもある状

態でしたが基本的にはアースとそしてアンテナが必要でした。 

此の本の著者が、書き落としている乃至は書き間違っている 大の問題が次です。 戦後は、高い、長いラジオ

用の受信アンテナを見ることが無くなったのですが、此の理由として著者は、トランジスタラジオになって内蔵

のフェライトコアを用いたバーアンテナで受信できるようになったからだと書いているのは、一寸不勉強でない

のと言いたい。 電気回路だけに、、、それは「短絡」に過ぎるのでないのと言いたい。 

多くの方が未だ覚えていらっしゃる。 アンテナが無くてもアースさえ有ればラジオはバンバン鳴った時代があ

るのですよね。 A 電池（鉛蓄電池を多用）： B 電池（105V や 67.5V の積層乾電池を使用）：C 電池（平

角 3 号だったか、4.5V 乾電池使用）の電池管ラジオを高価な消費の激しい電池から脱却させようと工夫がなさ

れたのです。 

A： 電池管の交流点火、検波管以外はハム・バランサーで克服。 

 検波は鉱石検波を使用。鉱石と雖もゲルマではない、方鉛鉱（ガレナ）。 

 何年かして、傍熱型真空管出現で根本解決。 

B： 始めは「ケミレク」で。アルミ明礬液の中に磨いた純アルミ板を二枚対向して入れる。 

 アルミ箔電解コンデンサーのエッチング製造と同じ原理で交流を整流出来る。 

 ３極真空管を二極接続にして整流。やがて、整流用専用２極管出現で根本解決。 

C： フィラメント・ハムバランサーのバランス中点とアースの間にバイアス抵抗 R と 

 バイパスコンデンサーを入れてグリッドバイアス電圧を作ることで解決。 

と A/B/C 三種の電池をいずれも省略（エリミネート）して電灯線交流で三電源を賄う様にした。これを世に「エ

リミネーター」交流ラジオ又は「電灯線ラジオ」と呼んでいる。 

こうした苦労の甲斐有って、ラジオといえば、電灯線に繋いでアースさえ繋げば鳴る時代になったのです。 殆

どブラックボックス化して、高くて長いアンテナは忘れられたのです。 此の受信方法は、「電灯線アンテナ」

又は鹿爪らしく、「アース・アンテナ」と呼ばれておりました。 交流電源から整流して電灯線と繋がったので、

日本の電柱配電が幸いしてラジオ放送波を電灯線が拾い、電源部を高周波的に誘導容量通過してシャーシに落ち、

アンテナコイルを逆に流れてアンテナターミナルに繋いだアースへと伝うというわけで、電源の交流化が、ラジ

オ受信専用の高い長いアンテナをもエリミネートしたのです。 何も戦後トランジスタ化してアンテナがバーア

ンテナ化して姿を消したのではありません。電灯線ラジオ時代から段々姿を消したのです。 

このため、電灯線ラジオでは、アースだけを、アース端子でなく、必ずアンテナ端子に繋ぐのが常識化していま

した。 上記の理由によるモノで、アースアンテナとはよくぞ名付けたモノです。 以上一言。 
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一寸一言：サイパン放送（中波）は 1010kc/s 

此の本に何度か出てきますが、著者自身はどうも受信したことがないように思われてなりません。 もし本当に

ラジオ少年であったならば、この時期、たとえ非国民といわれようとも、内容には目を耳をつぶるから、、と念

じながらダイヤルを回してみる誘惑には勝てなかったはず。 そうすれば、此の本の歯切れの悪さがいくつか消

し去れるはず。 

サイパン放送は、NHK*)の放送周波数に合わせた、、、とか、ビートするから５０サイクルずらしたとか、甚だ

不得要領の、とても放送局のマイク技術者とは思えない記述は拭い去ることが出来た筈。 兎に角ズバリ言えば、

サイパン放送は中波では、1010Kc/s サイパン放送自身が明朝、明晩又此のテンテンキロサイクルでお会いし

ましょう、と決まり文句を言っていたのだから一度聞いた人は此の周波数は忘れられないはずです。 昼間の放

送もあったようですが、中波では、スーパーヘテロダインのヴィクターのエレクトロラでも無理でしたが、夜間

は強力で、名古屋の在で、並四（ナミヨンと読む。227-226-201A-112B いずれもナス管）でも再生を発振

直前まで効かせば何とか受信できました。 むろん、前項で解説のアースアンテナでです。 東海防空情報（名

古屋 JOCK）は 730Kc/s。 

東京ローズの蠱惑的なヂスクジョッキーやジャズ番組は、中波では希で、5 メガ、9 メガの短波放送では殆ど一

日中放送していたようです。 短波受信は、戦前はオールウエーブ等短波受信できる装置を作って売る方と買っ

て聞く方のほぼ共同責任の届け出制で、メーカーなど何某が、買い方誰某に売り渡し誰某が何町何番地に設置し

た旨届ける必要があり、その副本を当該ラジオの箱裏に表示する義務がありました。 従って、開戦の 1941

年 12 月 8 日か 9 日には、内務省令で、短波封鎖令が厳重指令され、警官と憲兵が帯同で、このところ番地に

踏み込んで、短波用のコイルをむしり取って、中波だけ受信できることを確かめていったようです。 叔父さん

の虎の子のヴィクターのラジオエレクトロラも、ご多分に漏れず、バンドスイッチがペンチでへし曲げられ、短

波用のコイルはもぎ取られ、中波用だけがぶらりとなって、それでもチャンと鳴っていました。 

実は、スーパーヘテロダインだと、針金一本で、中波用コイルが付いていれば、短波の一部分は立派に受信でき

るのでした。 ラジオ少年ならこれに気付いて試みたヒトは何人もいたかも。 スーパーのグリッドの同調コイ

ルをアンテナコイルで短絡するのです、一本の針金で、アンテナコイルに A1 又は A2 ターミナルにさして他端

を同調バリコンに繋がっているグリッドコイルのターミナルに巻き付ける。 これだけ。バリコンを回していく

と、周波数は不明だがバンドの何処かでいくつかの短波局が受信できるのです。 これがスーパーヘテロダイン

の長所でもあり同時に短所でもあるのです。 ラジオ少年なら、局部発振が、数次の高調波も発振していること

を知っている。 そのどれかの波と中間周波数だけずれた所にもし強力な放送波があれば、グリッド回路の同調

が若干離調していても、充分に受信可能であることが理解できるでしょう。 戦前日本に輸入されたヴィクター

のラジオロラやラジオエレクトロラなどの電蓄などオールウエーブには、中間周波数が、１６３Ｋｃ／ｓのモノ

と、463kc/s のモノとがありました。 この 463kc/s 中間周波数のモノなら軽々と昼間の東京ローズのサイ

パンの短波放送を中波のコイルだけでも針金一本で受信できたのです。 警察や憲兵隊にはラジオ少年がいなか

ったということでしょう。 実際、叔父さんは一度だけやって見せ、理屈は教えてくれませんでしたが私には、

うん、うん、なるほど、なるほどと百聞一見に如かずでした。 因みにスーパーヘテロダイン方式を考えたのも、

同調回路発明のアームストロング教授でした。 

--------------------------------------------------------------- 

＊註）「真空管の伝説」 木村哲人著 筑摩書房 刊 ちくまプリマーブックス 145 

   全 194 ページ定価（本体価格 1200 円＋税）2001 年 5 月 25 日発行 

*   真空管ラジオ時代のことどもを記した、かなり貴重なメモです 

--------------------------------------------------------------- 

*:)NHK 戦前戦中 NHK といったか？ 

----- 昭和 17 年、大政翼賛体制の産物。 それまでの JOAK（東京）JOBK（大阪）JOCK（名古屋）のそ

れぞれの法人を合同せしめ日本放送協会とし、政府所管とし統制し易くした。 英字で書く必要ある時は文部省

訓令式ローマ字で表記し略号はその頭文字「エヌ・エイチ・ケイ」で表示するも可なり、の但し書きアリという。 

説明には、「エン・エッチ・ケー」などの不確かな表記はこれを許さずと有るよし。 笑い事ではなかったのだ。 

反すれば非国民の時代。 因みに同書には、東京「都」が乱用されるが、殆どが正しい。 なぜなら、都政が施

行されたのも昭和 17 年 10 月 1 日、但し東京府から引き継いだままの 35 区制であった。 22 区更に練馬区

を入れて 23 区になるのは戦後。 GHQ 占領下。 
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パピーニュウス第 34 号（2001 年 8 月 12 日号） 

戦前戦後アマチュア無線史（１）：日本の戦前の「アマチュア」(?)無線(1) 

表題に「戦前」としたのは問題。 世界的共通認識でのアマチュアラジオとしての無線が、戦中は無理として戦

前の日本にあっただろうか、やって居られた方の中には、胸を張られるお方と、うーっ、あれはなあ、、？と唸

られる方とがおありのようです。 

電波通信に関する法律とそれを開局していた局との関係から言っても、戦前のそれは、アメリカのアマチュアラ

ジオをのぞいては、各国ともかなり戦後のモノとはギャップがあったようです。 日本も例外ではなく、アメリ

カのアマチュアラジオと交信しようとするなれば、法律上「私設無線電信電話実験局」なる基準を満たし、資金

源まで明記し、且つ、誰某を通信士に選任するかの届けを添えて免許申請し、書類審査の後仮免許、落成検査に

官憲が来て、通信士の技両（CW の送受は勿論技術的法律的知識の程度などを含む）テスト、電波の技術基準点

検検査、高圧絶縁処理検査、空中線の位置の確認並びに避雷装置の検査、接地の確認検査等の厳しい審査検査を

パスして始めて 1x2 のコールサインを指定されて、本免許された。 戦後と大きく異なるのは、アマチュア無

線に係わる通信士資格はなく、落成検査の際、CW 送受試験と、技術・法律に関する口頭試問があった。 又資

金源、背景について詳しく報告義務が課されていた。 スパイ予防令である。 特高警察が付いての検査もあっ

たと聞く。 戦前のアメリカも含むアマチュアの動作を許された波長帯は、40m/20m/10m/5m(56-60 メ

ガ)であった。 後にアメリカがノビス級のために開いたバンドが、80m, 15m 等であり、主に戦後本格的に使

われるようになった。 戦後 5m が、6m にシフトされたのは全く別の理由*による。 又戦前アメリカでは、

5m の、Tri-Tet 発振(3 倍-4 倍を発振させる回路)周波数（160 メガ及び 230 メガ付近）を研究用に解放して

いた。 

勿論この私設実験局免許制度を使えば、世界のアマチュアラジオ局と交信することは可能だったので、アマチュ

ア無線と言えば言えないことはないのだが、運用時間を始め、法的制約の厳しさは戦後の比ではなく、他の無線

局並で且つ実験義務報告事項が免許の条件でもあったようです。 

昭和の初めこの実験局が制度として出来る前から、草間貫吉氏以下、十数名が関西そして関東に現れ、野放し自

己規制時代の電波を発射して楽しんでいたらしい。 Ｊで始まる横文字４個の呼出符号を用いていたらしいが、

世界の電波を聞きつけるに至って、次第に自己規制的彼等のルールに習って第１文字は、6 大陸を表し日本は

A(asia)、続いて国符号 J、エリアナンバー草間氏は独断で関東を 1，関西を 3 とした。 

後のいわゆるサフィックス２文字はイニシャルなどを使ったようです。 草間さんが暫定的に国際的に使った

のは、AJ3KK だったようです。 現在アメリカにお住まいの三浦さんが AJ3M と言うコールサインをお使い

ですが、猛烈にレトロな昔に日本関西でお使いだったらそのまま有効な、、、だったわけ。 但しサフィックス

１文字というアイデアが当時受け入れられたかは疑問。 

40m の電波が、大西洋を越えて、欧米間を結んだ 初の仏米の両局のコールサフィックスは忘れましたが、プ

レフィックスは、仏側が EF5、米側が NA3 だったと記憶します。 この自主規制時代のコールサインです。 

日本のこのコールエリアは官許による免許の J プリフィックスに続くエリアナンバーとして引き継がれました。 

然し、1932 年の万国無線通信連合アトランチックシテイー会議で、フランスの主張により、1 と 0 ゼロは、

官免許局用として確保し民間局には使わないことに決まり、日本の J1 関東局も官関係の局をのぞいて、民間局

は J2 に再割になったのでした、昭和８年以降は、私設局は関東＆東海とくくられて J2 となりました。 戦前

の関東で J1 コールをお持ちの方は、昭和７年以前の免許で、殆どの方は、J2 コールもお持ちです。 このア

トランチックシチーのこのフランスの代表の発言の「官製局」は、アメリカ代表団の失笑の的となったそうです。 

当時アメリカの平時組織では、官が無線局を経営するという考えはあり得なかったのでした。 通信を取り扱う

のさえ、民間委託の委員会形式だったのです。 日本やフランスが戦前も今も官僚跋扈の社会であると言うこと

を示す良い例ナノでした。 

アメリカはこの決定に従わず、W1，と K0 を使い続けたのでした。 ＷとＫの使い分けはご存じですね？ミシ

シッピイ河を挟んで、東が W 西がＫの時代。 

*)註：戦争直前ドイツで開発され唯一の超短波用高圧絶縁物として重宝された、ステアタイト磁器が、戦中の実

用経験から、工業規格的には、52 メガが限界であろうと結論付けられていたことを理由に、アマチュアに好意

的にこの周波数前後の 50 メガからの 4 メガ帯にシフトされたモノ。因みに日本の戦時中の猿真似ステアタイト

の粗悪品には 28 メガもおぼつかないモノが散見された。 

戦前戦後アマチュア無線史(2)：戦前 日本アマチュア無線連盟の発足と活動 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

何年の何月に、は、それなりの根拠ある資料に従って下さい。 兎に角法律より先に、電波が出され、自主コー

ルが叩かれ、海外交信がなされ、そしてある日、関東ハムと関西ハムが合意して、日本アマチュア無線連盟なる

モノを作って、海外に対抗していこうじゃないか、詳しくは、段々話し合って決めていこうじゃないかと言うこ

とで、前述の関西の草間さん辺りが音頭をとって、兎に角出来田のが昭和２年の暮れ近くだったと伝え聞いてい

ます。 6-7 人がそれぞれ手分けして、キイを叩いて JARL が出来たぞう、日本の局達もグループを持ったん

だ、と言うことを世界中に報せたのでした。 それで各自元気は出てきたという、然し、日本にも法律が出来、

逓信省が短波受信機を何台か設置して、日本の空を聞き耳を立てるに及んで、それまでの法律でカヴァーされて

いない、いわゆるアンダーカヴァー局、略してアンカバ局は次々呼び出しを喰うことになった。 そして法律が

出来たことを知らされたのでした。 「仔薯より親薯が後から出来るのは八つ頭ばかりだ」と言う喩えがありま

すが、後から法律が出来て急に官員様に取り締まられる、そんな目に遭ったわけです。 戦後もサンザッパラ、

アンカバは取り締まられたようですが、随分その立場を異にしていた。 

「官員様」である政府役所の決めることには、天皇のはんこがあり、これに逆らうことは、天子様に逆らうよう

なモノとされた。 決まりの中での活動である。 日本的には、毎時 15 分からと毎時 45 分から 3 分間ずつの

沈黙時間があり、国際的には、毎時 30 分から 33 分までが沈黙時間で、この間は、通信を止めて、聴取に入ら

なければならなかったし、もし少しでも沈黙時間にキイを叩いてしまったならその事実を、毎 3 ヶ月に提出する

運用日誌抄録に間違いなく記載せねばならなかった。 戦後のアマチュア無線局には、沈黙時間遵守義務は課さ

れず、日誌抄録の提出義務は課されたが、合計運用時間と長期の運用休止（月に跨るほどの）の場合の記入と記

述で良かった。 34 年法改正で、アマチュア無線局が、アマチュア局と改制されて、運用日誌抄録の提出義務

はなくなったが。 事ほど左様に、戦前の法的取締りは四角四面で官員様風を吹かされたモノらしい。 

そんな中にあっても、コンテストを試みるなど、結構イベントも企画していたらしい。 そして昭和 5 年名古屋

の人たちの発案で、会員名簿を纏めてみようじゃないかという声が出、翌 6 年から、J3DE 和歌山の本屋さん

で篤志家（現代語＝ヴォランテイア）宮井宗一郎さんがガリ版で刷って会員に無料で配ったのが、日本に於ける

コールブックの嚆矢とされる。 宮井さんは毎年名古屋の会員諸氏の協力でデーターを更新しながら昭和 15 年

まで、10 年間この名簿の発行に渾身の力を注がれたのでした。 後半の 6 年間は活版刷りのパンフレットだっ

たとも言われています。 この間 1936 年にはベルリンオリンピックでナチス・ドイツが国威発揚を狙って、

序でにあらゆる分野で、世界のイニシャチヴを取ろうとし、無線通信、超短波の伝搬研究を世界的に集中して行

おうと提案し、翌 1937 年夏に 14 メガの高調波を 28 メガ及び 42 メガで、又、28 メガの電波の高調波を

56 メガ及び 84 メガで送信及び受信するマラソンコンテストを行い、これに JARL も友邦国として積極参加し

ている。 この「高調波の受信」で超短波域の電波伝搬を調べるのが、戦前の超短波の研究手段の大きな特徴で

あったのでした、このため CQ を発するときには必ず基本波の波長を CQ にくっつけて発する、ハムバンド特有

の CQ コールが定着を見たのです。 これがないと、基本波を聞いているか、高調波を聞いているか、の区別が

出来ないわけでしたから。昭和 12-13 年がサンスポットサイクル 17 のピークだったのでした。 未だに何故

か「CQ 40 メートル」、、などと分かり切った波長を呼称する、風習の原因がこんな所にあるのです。 ベル

リンオリンピックは、、、「、、勝った勝った、前畑勝った勝った、、、」だけでなく、「CQ ン 0m」にも深

く係わっているのでした。 

戦前、CW 特に和文を叩く職業婦人が結構居ました。 郵便局の電報係の電信技手です。 然し、戦前アマチュ

アとして第１号 YL 局となられた、杉田千代乃嬢は普通のお嬢さんで、局免許申請されたお兄さんが急逝されて、

急遽遺志を継ごうと一念発起されて、半年の勉強で見事に落成検査に合格された方でした、惜しいことに 21 世

紀を待たず、昨年お正月に、サイレントキーされたようでした。 日中事変下では、アマチュアは、報国無線隊、

と改称されて、今言う社団局的に軍や民間の大演習などにかり出されたようでした。 「皇紀 2600 年記念」

陸軍合同大演習が富士の裾野で、紅白対抗で行われ、昭和天皇が大元帥陛下で行幸されて、そのおそば近くで、

報国無線隊が、電報を送受するのをつぶさに御覧になる（当時天覧と言った）と言うので、当時の職業 CW 婦人

（電信技手技能大会婦人之部優勝）日本一が選ばれて報国無線隊に急遽参加しました。 尾台妙子さんでした。

これが、戦前の YL 第二号。 

この翌年 1941 年 12 月８日英米との開戦の日、日本のアマチュアは、官憲によって、コイルをむしり取られ、

全てを封印されて、戦前の巻に終止符を打ったのでした。 

戦前戦後のアマチュア無線史（3）：戦前戦中の著名・猛者ハムラジオ列伝。 

それほど多くの話は聞く暇がなく、多くの先輩がドンドンサイレントキイされた。 知っているだけを掻い摘ん

で纏めておきます。 

J5CC：鹿児島、堀口文雄氏。 戦前世界第 3 番で WAZ 完成。 DXCC オナーロール入り。 東京帝大医学

部学生時代に免許取得、卒業後軍医として南支派遣軍に従軍、XU8HH で、中国奥地から QRV、戦争末期、イ
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ンパール作戦の高木「捷」挺団の軍医長として作戦参加、戦死、不帰。 世界的にもその死を惜しまれた高名

DXer。 現在、JARL のアウオードに、J5CC カップがあり、One-day-WAC の 短時間完成者がこのカッ

プを保持する。 堀口氏のコールを記念する。 氏の CW の QRV のエピソードとしては、XU8HH から叩いて

来られた[black band]事件が有名。 彼は当時軍医。従軍看護婦さんの中に縫い物仕立て上手が居て軍医さん

のために中国麻布地で浴衣を縫ってくれたので着たいが、black band が欲しい、我が家に電話なり速達なりし

て至急、軍事速達便で、送るように伝えて欲しい、と CW。 ところが受けた方が「black band」って何だ？

と言うことになって、何局か盥回しになった。 電文を初めから読めば簡単にとける問題だが、「black band」

だけが一人歩きしては何のこと？ 浴衣に締める黒い帯を送ってくれと言うことだったのでした。 こんなのが

存外難しい問題と有名になった。 

AC4TF：戦後の JA1ATF もこのコールのもじり：田母上不二男（AC4TF 当時ペンネームと本名と取り混ぜ

4 つの名前を使用）氏：上海特務機関の通信長時代に、チベットでの正式 QRV を敢行。 当時の貴重なゾーン

23 を全世界にサービス。 戦前世界で、3 名のみが WAZ を完成したが、全て、ゾーン 23 は氏との QSO だ

った。 戦後制定された 5 バンド DXCC を世界で第１番にミニマルチとトップロードのヴァーチカルで完成。 

戦時中、MX3（満州），ＭＸ9（外蒙古）などの prefix でも QRV されたが、戦後はチベット以外のコールは

決して明かされなかった。 大いなる反省を込めて居られたのだろう。 

MIT 洋行組：茨木悟、梶井謙一（戦後 JA1FG）、齋藤健 J2PU（戦後 JA1AD）の三氏。 この順でマサチュ

ウセッツ工科大学に留学され、帰国後それぞれに日本の無線界に貢献され、戦後も更にリーダーシップを発揮さ

れた。 齋藤健さんの時代に、アサダアメ本舗の御曹司も MIT に留学したが、音楽の都ボストンで、レコード

に凝ってしまって工科大は出ず、、、、音楽評論家になった仁がいる、戦後ラジオ番組「話の泉」で蘊蓄を傾け

た有名人、堀内敬三氏。 その時代。 

J2KS：（戦後 JA1KS）栗山晴二氏：郵便局長をする傍ら、早くから 56 メガの電波伝搬に特別の興味を持っ

てワッチされ、戦前既に無線雑誌にその成果を発表された。 5m の電波が、気圧配置の不連続面に出来るダク

トを伝わって伝搬する可能性を指摘した仮説を立てられ、自分のコールサインをもじって「キング・ソロモンの

法則」と名付けられ一躍有名となった。 戦後も 6m で多くの人々によってこの仮説はかなりの確率で成立する

ことが確認され学界の通説化している。 戦前アマチュアの 5m での実験からこの「法則」が生まれたことに大

きな意義を感ずるのは私一人ではあるまい。 何しろ回路図や真空管が見える無線機やラジオの写真は見慣れた

ラジオ雑誌に、見慣れぬ低気圧と不連続線が書き込まれた気象図が何枚も何枚も示されたページが掲載されたこ

とは古今東西を通じてこのキングソロモンの法則の発表を措いて他にはあるまい。 今を去る 60 年前のことで

あったのです。 

戦前戦後のアマチュア無線史（４）：戦前の無線雑誌、書籍など 

これらの検証が結構難しい。 その時代を生きたわけではないから。 ただ、私たちの子供時代、親爺殿の書棚

にそれらしきモノは見ている。 そのそばの縁側の袋戸棚の下には、隠すように、ケミレクに使った上半があば

たにブチャムクレ太アルミ板が入った、蓄電池のガラスケースが置いて有った。 書棚で見た記憶を辿れば、無

線やラジオ雑誌の名前は、「ラジオの日本」「無線と実験」などであり、分厚い塩基色の厚い表紙で紐綴じの講

義録は、大井修三著「ラヂオ受信機故障修理講義録」だったと思う。 これは終戦後、内容を国民型１号から４

号 A／B 型迄に一新して「放送受信機故障修理読本」として、発売された。 これ等は、戦前いつの頃からか戦

後まで、放送協会認定の「放送受信機故障修理技術者」を受ける人のための講義録であったようです。 

このほか、昭和 30 年代 JA4HL を開局した玉野市の勤務先の先輩が「私が持っているより貴方が持つ方が意義

が深いかも知れない」と渡された書籍がありました。 戦争末期、東京大空襲で東京で勤労学徒として働いてい

た工専の先輩が、学校も、勤務先も灰燼に帰してしまい、喰うモノもないから、船で海岸伝いに逃げてきた大事

な本だが、食糧に変えたい、買い戻すまで、君に売っておく、、、、、。 と売りつけて自分は又四国へ行って

しまってそれっきりだが、珍しい本なのだ、 と。 東工大教授、森田清著「超短波」奥付に拠ると、確か、昭

和 18 年何月かの出版許可済みなのだが、当時は印刷用紙が統制払底。 印刷順待ちで、印刷が昭和 20 年 2 月

12 日付、東京大空襲の日。 印刷製本所にこの学徒は動員されていたのでした。 僅かに製本を終わっていた

何冊かの本を後生大事に炎の中から風呂敷で背負って逃げたのだそうです。 ですから此の本はこの世に数冊し

か存在しない実に貴重な本だったわけです。 その学徒は焼き玉エンジンの船の操作を知っていた。 それで本

を出しに船と石油を調達残り 3 冊の本を抱えて金を払うから乗せろと言う人を乗せて何とか岡山まで逃げて来

たらしい。 ここで油が尽きたらしい。 金さえ出せば和歌山の海岸なら油が隠されてはいるが、、、と言って

いたという。 

兎に角こうして私はこの「超短波」という本を長いこと暖めていた。 当時はコピーマシンなどはなかったから

ただ読むだけである。 写して摺りモノにするには、こんにゃく版か、謄写版で、自分で鉄筆かスタンプインク
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で字を書かない限り刷りモノにする手法はなかったから。 此の本には、戦前どんな方法で、外国でも日本でも

超短波の研究が進められどんな成果が得られたか、沢山の写真入り説明図入りで、記述されていた。 ドーバー

海峡を渡った超短波、筑波山頂と東工大の屋上を結んだ超短波、そのパラボラ、、、。 そして、別項に記した、

高調波を利用して、世界的な超短波域の伝搬を調査する方法が行われた事、昭和 12 年には JARL もその調査に

積極参加したことも記載してあったのでした。 

この手の本が、昭和 20 年に印刷されたことがまさに奇跡に近く、但し用紙は統制配給の粗悪な酸性紙なので、

60 年経過した今は多分ページを開くこともかなわない可能性がありますが、残念な事に、度重なる引っ越しで、

どこかに紛れ行方不明です。 もし出て来たらどなたかスキャナーで、デジタル化していただきたい貴重な資料

です。 

戦前戦後のアマチュア無線史（5）： 敗戦、占領下の JARL の復活と CQ 誌創刊 

どっこいいきている、と言う常套句はもう少し後で、流行りますが、焼け野が原の東京では、関東大震災後にな

ぞらえて大正末震災から立ち上がった江戸っ子達が歌った、江戸っ子節が流行りました。 ♪、、家は焼けても

江戸っ子の、、、意気は焼けない見ておくれ、、、、 

「天佑を保有し萬世一系の皇祖を踏める天皇は、明らかに忠誠勇武なる爾臣民に、、、」開戦の詔勅の日、官憲

の踏み込みにより、私設無線電信電話実験局も、短波長放送受信許可者の受信機も残らず、短波用のコイルは毟

り取られ、機器、電源は封印され、電波は封止され、戦争に突入していったのでした。 「進め一億火の玉だ。

行くぞ行こうぞぐわんとやるぞ、大和魂伊達じゃない、見たか知ったかこの心,,,」こんな唄にだまされて、、、、

蟷螂の斧の大和騙され、が、物量を頼むアメリカの前に完膚無きまでにやられるのに 4 年までは掛からなかった

のでした。 

「朕茲に世界の大勢と、、、、あまつさえ敵は新たに新型爆弾を使用し、、、、」ポツダム宣言受諾・無条件降

伏。 終戦の詔勅にある、「、、、耐え難きを耐え忍び難きを忍び、、、」事となった。 喰うモノも着るモノ

も住む家も、、、、何にもない！時間だけがある。 何かしようにも腹が減るのが生きている唯一の証拠。 そ

んな毎日。 先ず喰うモノを探す。 そこからみんな動き始めたのだった。 闇市には喰うモノも着るモノもあ

る、金さえあれば、、、。 道義は地に落ちる、百鬼夜行。 進駐軍は、パン助姉ちゃんを抱えて、チュウイン

ガム噛み噛み颯爽とジープで走りまくる。 ♪ 船底帽子の駐留軍、、とか進駐軍とか言ったけど、テイのいい

まやかし。 サンフランシスコ講和条約までは、英語で書けば、日本製は、made in occupied Japan に違い

なかったのです。 占領軍と言うべきだったのです。 しかもこの占領下はスーパーコマンダーは陸軍元帥、マ

ッカーサーでしたから、チャキチャキの軍政だった訳で疑いの余地はありません。 A 級戦犯の軍事裁判は小菅

で、C 級戦犯の裁判は横浜でそれぞれ開かれ、A 級は気の触れた数人をのぞいて全員 death by hanging まあ

西部劇のリンチ並の断罪だね。 然し横浜は違った。 サンフランシスコの講和条約が発効した 1951 年 12

月有罪で刑に服していた全員が釈放された。 C 級でも既に断罪されていた数名には名誉回復措置が執られた。 

A 級の絞首刑以外も翌年 1 月に釈放、然し断罪された人の名誉回復はなかった。 

この占領期間中、日本の空には、初め J2xxx-J0xxx の 1x3 タイプのコールサインのアマチュア局が、そして、

戦後初の世界無線会議で*1、ドイツと日本の D と J の１文字プリフィックスが取り消され、ドイツは DA-DM

の２文字、日本は JA-JS の２文字のプリフィックスに格下げ決まると、JA2xx-JA0xx の 2x2 コールサイン:*2

の局が現れていた。 戦後日本のアマチュア局の再開は実に占領下で既に立派に始まっていたのです。 これら

占領下の日本の正式ライセンス局は占領軍の軍人軍属であったのでした。 

自由をはき違えた、日本人の中に、J1UX など、戦前のコールに似せた 1x2 タイプのコールで電波を出す人が

あり、スパイ容疑で目を光らせている、米軍や、日本警察に見つかって、刑事処分された人もある。 正式局で

ないこれらは、アンカバー、不法局であったのです。 

これより前の 1946 年、前年預かりモノの戦前のＪＡＲＬの関係書類を東京大空襲で我が家もろとも全部灰に

してしまって失意の J2OV 香取氏が皆に詫びねば、、、と歩き回り始められて、JARL の復興と、GHQ への

アマチュアの復活請願の話が始まり、JARL の戦後が始まった由。 その動きの中で、戦前紆余曲折しながらも

第 96 号まで続いた JARL の機関誌の復活を急ごうじゃないかの話が、J2JJ の肝煎りで具体化しして来たため

逆に JARL の全ての体裁を整えるのを急ぐこととなり、茲に JARL は復興し、且つ科学新興社という出版社の

協力を得て、JARL 機関誌の形で、CQ ham radio 誌が創刊されることになったのでした。 このご尽力に負

んぶに抱っこ、JARL の事務局は当分の間、東工大の J2JJ 大河内研究室に居候を決め込むことに落ち着いた。 

戦後もこの時代は任意団体。 戦後初代会長は、ナンってったっての著名人、アンテナの八木秀次阪大学長。 実

質会長たる副会長に同音姓の矢木太郎氏、事務局長専務理事大河内正陽氏であったようです。 
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*1)戦後解放され自治国や独立国となった国に割り当てるプリフィックスがないことから、敗戦国の制限の他に

戦後建国したイスラエルの 4X のように数字アルファベットタイプのプリフィックスが編み出された。 1949

年の 4X がこのタイププリフィックスの第 1 号。 

*2)何故か JA1 は使われていなかった。戦前から KA1 は米領フィリピンに用いられていた。 JA2 以降が用

いられたのは、日本に日本人局が出来たとき、米軍人局は KA プリフィックスに移行する伏線だったのだろう

か？ その時 KA1 を使わなくて済むようにか。 
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パピーニュウス第 35 号（2001 年 8 月 17 日号） 

戦後のアマチュア無線史（6）：日本人ハム再開への請願と JARL の動き 

終戦の年 1945 年 9 月閣議決定で短波聴取禁止の解除。 然しこの後の電波行政をどうするかは白紙。 12

月、戦前の利害関係者、知識人に対して、放送、無線に対する意見を求める旨の書類が出る。 JARL は直ちに

アマチュア無線に対する規則案を添えて建議書を提出。 政府側の狙いは、アマチュアなどにはなく、放送を官

営 1 本とするか民放併用かの悩みであった。 （アメリカは民放 1 本指向だから、、、）然し JARL はチャン

スを前髪で掴んだのだった。 翌 1946 年 3 月提出書類に対する聴聞が行われ、JARL 側から、J2JJ 大河内

氏他が説明。 然し逓信側は、アマチュア無線は GHQ が所管とそらしたので、JARL は GHQ に請願すること

にする。 3 月 28 日、GHQ が請願を聴取することになり、JARL は会長八木秀次氏、大河内氏他が直接説明。 

担当官の手応えを感じて皆興奮したという。 然し後年、反省したのは、この時 GHQ の担当が反応したのは、

請願に対する応答でなく、アマチュア無線を既に占領米軍人に許可（例 J2AAA タイプ）していることが今後

にどう係わるかに気付いて俄に動揺を来したのだったらしいと判明。 喜びは若干仙気だったのだ。 （このこ

ろの JARL 機関誌 CQ 誌のコールハード欄に多くの 1x3 タイプの J コールが見える。） 

1947 年 10 月戦後 2 回目の JARL 総会東工大で開催、漸く正式の規則と定款を議題にして制定、体裁が整い

始めた。 

1948 年 8 月、戦後第 3 回 JARL 総会、東工大で開催、戦後始めて、選挙で理事長を選出する事とし投票の結

果大河内正陽氏が選出された。 JARL 盟員に J2-J8＋３桁ナンバーの SWL 番号（例：J2-222 タイプ）の

割り当て開始。 然しタイミングが悪かった。 

この年、ドイツ、日本、傀儡国満州、降伏国（ドイツに）ハンガリー、リトワニア、ポーランド（いずれもドイ

ツへ割譲国）スペイン（フランス属国化）の諸国が國主体不明の故を持って IARU から確認除名されていたのだ

った。 イタリアは除名反対を申し立て確認されたと言う。 他は反対の申し立てもなく公告（exposure）期

間を過ぎたので確認され除名されたモノ。 日本のプリフィックスを折角 J2 からとしたが、事茲にいたって、

事が起こった。 世界無線会議で、戦後、新たに建国されたイズラエル*)が「i」の付くプリフィクスの部分割譲

をイタリーに迫ったらしい。 イタリヤは IARU にも確認存在を果たしたばかりであったので、I のプリフィク

ス全部に既得権を主張して譲ろうとはしなかった。 第 2 次大戦は、植民地独立戦争とも位置づけされていたか

ら、今後も植民地が宗主国からの独立を果たした場合の identification たる、プリフィックスの取扱いが俄然話

題となった。 当然アルファベッ 1 文字又は 2 文字だけのプリフィクスは既に満杯既割当て済み、D と J を部

分分割しても知れたこと。 前向きに兎に角増やさねば所詮奪い合い。 第 1 文字又は第 2 文字にそれぞれ 1

個だけ数字を混用することが提案され、イスラエルがトランプカードを引いたところ、4X を引き当て、この手

プフィックス第 1 号がスタートしたのでした。 以後順序だてた割当基準が整備されたのです。 この決定によ

り日本のプリフィックスはｊひと文字は放棄させられ JA－JS が分割割り当てとなっていたのでした。 国内で

のアマチュアへの割り当てをにらんで、JARL が SWL 番号 J@-xxx３桁タイプの発給を停止したのが 1950 年

5 月、新しく JA@-1001 からの４桁番号による新規発給を受け付けたのが 6 月、発給は 10 月 1 日からであ

った。 駐留米軍のアマチュア局もいつの間にか、1x3 タイプのコールから、JA2HQ 等、JA2-JA0 のプリ

フィクスで、2x2 タイプに変わった。（例 JA2HP；JA6AH（沖縄））遡って 3 月、東工大事務局から大河

内研究室を含む全研究室にお触れが廻り、戦後復興もこのところ進んだことだし,終戦時は戦災で、本来学外にあ

るべき事務所がやむを得ず学内に居を構えた研究室もあるが、大学本来の関係学界連絡事務を除き、そろそろ学

外退去を求めることとしたい、旨の通達があり、JARL 事務所も大河内研究室に居候が出来なくなった。 

これより先、JARL 機関誌として創刊した CQ ハムラジオ誌も、打ち続くインフレで値上げしても値上げしても

会員数は伸びないため、立ち行かず 1948 年、10 号を出すのに青息吐息、遂に休刊中であった。 科学新興社

に変わって肩代わりしてくれそうな出版社を、鵜の目鷹の目で捜していた。 同社を呑み込んでビルから建てて

出版業に参入しようと言う人が現れ先ず神田小川町のビルを借りて、CQ ハムラジオの効率的復刊の時期を狙っ

ていた。 1948 年 CQ 出版社を興した鈴木氏である。 氏は文京区西丸町に 4 階建てのビルを建てる計画を

持っていた。 JARL はこの計画も急いで貰うことにしながら CQ 誌の建て直しを図ることになったのである。 

CQ 社側の考えは復員者の中から有能な編集スタッフを探し出して起用する事で、技術内容の優れた無線誌とし

て JARL にとらわれず発行部数を延ばせば必ず成功する、JARL の会報に縛られ発行部数が限られては前車の

轍を繰り返す、この枷を外して戴けば協力も吝かでない、で背に腹代えられぬ JARL はこのの考えに従うこと

になって、JARL と CQ 出版の長い道行き二人三脚が始まったのでした。 

    JARL 機関誌の名は外されて JARL 技術監修に留め、 

    広告掲載を積極的に行って売価を下げる、 

    書店売りで盟員外部数を上げる、 
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    くちこみ宣伝のため JARL news のページを設けて JARL 盟員に月極購読して貰う、 

    製作記事の通販代理店を決めて製作記事の掲載を盛んに行う事等で、 

他の無線雑誌を凌駕する魅力的な雑誌を目指して再生することを条件として、大河内研究室にある、JARL 連絡

所を将来も同居させて貰うことを前提に、先ず小川町に連絡所を移している。 紆余曲折はあったが、小沢編集

長を得て、漸く雑誌の芯が一本決まることになるのだが。 折角通販代理店に起用した高槻無線 kk が廻し手形

で足元を掬われたりで、評判が今一上がらない。 

当時、無線雑誌の値打ち目玉は製作記事/通販で、全国何処に住んでいても、翌月号の発売日までには、製作記

事のモノが注文して届いて作れてガンガン鳴らなければ翌月号が売れないのだった。 CQ 誌はこの点で先ず名

が折れた。 通販代理店側に強力な企画力が必要だったのだ。 受身ではこの機能は出来ないのだった。 雑誌

が書店に並ぶ日には、製作記事のキットセットが見込み注文数揃っていて、注文受注と同時に宛名書きしてチッ

キでその日の内に汽車に乗せなければならないのだ。 手回し良く茲までを内段取りで行って始めて「生き残れ

る」通販代理店といえるのだった。 注文を受けてから一つ一つセット、キットを外段取りで揃えていては、何

日も掛かった上に、欠品だらけのキット、セットで、評判失墜注文者はじれてしまって二度と註文する気になれ

ぬ。 他誌に取って代わられる。 高槻がこの道を歩いた末に倒産に至った。 （JARL はこの監修まではして

いないだろう。 現在の民間企業では、茲までソフトウエアが行き届かなければ生き残れない。 明白了。）そ

れは 5 年も後の話。 然しこの出だし 5 年、随分多くの無線誌、ラジオ誌が、後発し部数で CQ 誌を追い抜い

ていったのだからナンとかならなかったモノか。 

戦後のアマチュア無線史(7)：委員会形式の電波行政と、国家試験への対応 

戦後の電波行政の建て直しに、この委員会形式でのスタートは、大いに貢献したのではなかったか、それでも未

だ、官僚根性がチラホラどころかピラピラはしたであろうけれども。 占領下で、アメチャンは、通信電波行政

は委員会形式でヤルモンだと思いこんでいたに違いない。 米国では FCC 連邦通信委員会が取り仕切る。 官

が取りしきるモノとは思っても見なかったのじゃないか？ 兎に角、電波審議委員会が先ず出来て先ず立法から。 

放送も通信もからげた電波法それに放送法、そして放送事業法、アメチャンは驚いたロウねえ。 英国皇室に

BBC、日本皇室を残したので、NHK、、、と言われて、トチメンボ交わしたのではないか？ FCC 連邦通信委

員会に国営の影も姿もない。 勝手が違ってしまったに違いない。 NHK はネグラレル寸前、BBC の存在屁理

屈ロジックによって生き返ったらしい。 当然民放をアメリカは持ち出す。 日本側が驚いた。 アメリカ占領

下で、民放解放はやってしまう、日本に任せられないと言うわけだ。 デモクラシーの橋頭堡と言うわけだ。 

NHK が既に存在する以上、アメリカは、民放も 1 日も早く対等に存在すべきだと考える、これが日本人には合

点が行かぬ、NHK が毎日放送しているのに何でその上に民間放送が必要なの？ 今以て判ってない人が居るか

も知れない。 官尊民卑の日本はいつまで続く。 

兎に角こうして、昭和 26 年 6 月の JOAR 中部日本放送の本免許を皮切りに講和条約以前に多くの民放が誕生

した。 アメリカはこの時以来日本デモクラシーを信用していない。 NHK を一旦潰せば信用したと思う。 デ

モクラシーの基本。 「官」って一体何？ デモクラシーに要らないモノ。 リンカーンのゲチスバーグアドレ

スに出て来ます？ ガヴァメントオブざかん、フォーざかん、バイざかん、ってね。 中国的なら三民主義でな

く三「官」主義ね。 「官のモノで、官のための、官が支配する政府」だとアメリカはこの時読み切ったんだと

思う。 これが日本のデモクラシーのベイシス。 

閑話休題ならぬ官は休題！兎に角、行政も電波管理委員会でスタートした。 放送局、無線局だから猫も杓子も

局長になりたがる、7 メガ並だ。 電波監理局、その上に屋上屋を重ねて監理総局。 又の名を官吏層局、電離

層の親戚。 真少しだけ冗談。 

昭和 25 年 6 月に第 1 回アマチュア無線技士国家試験が実施された。 うん矢っ張り許可されるのが近いのだ

と皆頬をゆるめたのだ。 がこの翌日、朝鮮事変が新聞で報じられた。 これによって全てが回り道することに

なった。 UN 軍と US 軍と何処がどう違うの？ 国連軍が戦争始めた 初の戦争。 兎に角国連軍が、ドンド

ン退却して、10 月には、中国軍も国境を越えて入ってきて、黙々と南下、クリスマスにはソウルも落とし、旧

暦正月には、韓国軍と国連軍避難民を束ねて押しやって、川に 1 本しか橋が架かっていない洛東江に追いつめ追

い落として凍死させようとした。 マッカーサーは、言うことを聞かない海軍には頼まず独断専行して陸軍の船

を使って、仁川に逆上陸を敢行して、背後を襲った。 戦術として立派これしかなかったのだ。 然しこの独断

専行は、アイゼンハワーが大統領になるためマカーサーの失脚に利用する事になる。 大統領になるために手段

は選ばない。 マッカーサーは、「老兵は死なず消えゆくのみ」の名せりふを残して退場。 38 度線が残った。 

リッジウエイ中将が、取って代わる。 元帥マッカーサーは舐められたもんだ。 中将様の露払いやったのでし

た。 漸く決着して昭和 26 年 10 月先ずサンフランシスコで日米講和条約調印。 漸く第 2 次大戦が終わった

のです。 マーだ済んでいないことが、、、、占領軍の統治が続いていた。 
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昭和 27 年 1 月、日米行政協定で、日本の行政が日本人の手に否、日本官に返されることになった。 3 月、

GHQ は、日本政府に対し「アマチュア無線の禁止に関する覚え書き」を解除した旨を通告。 J2JJ 大河内氏

が電波審議委員会委員として加わりアマチュア無線の諸規則について啓蒙する。 アマチュア無線に CW を試験

しないクラスを設けるか否かで、紛糾。 大河内氏は、IARU のアマチュアの資格要素、 

    モールスコード信号を、自らの手で打ち、且つ、自らの耳で聴き取る。 

ことは、世界のアマチュア共通の要件。日本だけがこの要件を外す制度を作ることは、世界の孤児への道を歩む

ことになる。 とまで発言されたが、「官」にとっては馬耳東風。 

大河内先生は、そんな制度のアマチュアならば私は倶に天下を戴かず免許を受けない、と席を立って、免許申請

書類も取り下げられ、十数年雌伏されたのである。 JP1BIR で免許取得迄。 これを世に「見識」という。 官

はしばしば不勉強、無知蒙昧、鉄面皮である。 これを世に「不見識」という。 但し 50 余年の昔。 JARL

の会長も退かれ、梶井謙一氏が新任。 

電波管理委員会が日本人ハムによるアマチュア無線の再開に向け委員会としてほぼ 後の仕事。 30 局の予備

免許の 2 日後で委員会改組翌 8 月 1 日電波監理局発足。 委員会は形骸化し、亭主の好きな赤烏帽子の官僚制

度に戻るが。 

この約 2 ヶ月前 6 月、突如それ迄 JA2-JA0 の２文字（例 JA2HP や JA0IJ 等）を使っていた駐留米軍人局

が、急に、半月ほど掛かって全局、KA2-KA0，または沖縄はＫR6 プリフィックスに変わったのであった。 例：

JA2HP－＞KA2HP：JA0IJ->KA0IJ（いわうじま）：JA6AH->KR6AH（沖縄）etc. 

戦後のアマチュア無線史（8）：待望久し、日本人の手に JA 局免許 

敗戦、占領から 7 年、米英と開戦して短波を取り上げられてから 11 年。 然し今度は、はっきりと、法的に「ア

マチュア無線局」なるカテゴリーでのスタートだった。 実際には IARU がアマチュアの requirement で要求

している、CW コードの試験無しの人も含むので問題ではあったのだが。 後に、昭和 34 年の法改正で、アマ

チュア無線局カテゴリーはなくなり、「アマチュア局」と称して現在に至っているが。 ともかく、昭和 27 年

7 月 29 日付翌 30 日官報告示で合計 30 名のアマチュア局に予備免許が交付されたのでした。 予備免許と引

き替えに、工事落成届、試験電波発射届、及び落成検査願を同日電波管理委員会に提出して、急いで自宅に帰り、

その日の内に、14 メガ A3 の試験電波で「万歳三唱」を唱えた人が居た。 JA1AB 市川 洋さんであった。 後

年、このことを何度も悔やんで居られた。 「電監にも、皆さんにもアンカバをやっていたことが見え見えだっ

たのには気付かないほど興奮して万歳 3 唱その日にやっちゃいましてね、、8 月 3 日に電監が落成検査に来て

意味ありげに顔見合わせて、頷きあっていたので冷や冷やしましたよ。 アンカバはしっかり身に覚えがありま

したから。 その後も罪の意識にさいなまれて随分奉仕的なことして償おうとしましたが、身を清めようとすれ

ばするほど、汚点を際だって感じてくるのですねえ、アンカバを知らないで、アマチュア始められた方は幸せで

すね。」、、、と晩年、この日の万歳の話が出る度に、こう繰り返されました。 この日予備免許の JA1 の 6

局のうち、戦前のコール持たない戦後派は市川さんだけであった。 

JA1AA = J2IB： JA1AC = J2MI： JA1AD = J2PU： JA1AE = J2KM ：etc。JA1AA のコールが下

りた庄野さんは、戦前の錚々たるメンバーを差し置いて、トップコールを取得されたことで恐縮して居られた。

未だ若手でしたし。 然しこれにはそれなりの理由があるのです。 当時、電監委の免許部は、庄野さんの勤務

先の気象庁と同じ庁舎内にあった。 このため、折に触れて、庄野さんが、電監の意向や意見や、情報を聴きに

殆ど毎日顔を出して居られたらしい。 このため電監側から見るとアマチュア側の代表・要人に見えたというわ

け。 で、書類が一番上に載ったらしい。 それだけ足繁くこまめに推進役をされたのだから、これは当然のこ

とと、皆さん認めていたらしい。 

市川さんはいち早く本免許局となったのだが、妙な気持ちだったという。 国内に、正式 QSO の相手がいない。 

CW で海外局とばかり交信、外国に住んでるような錯覚の 3 週間であったという。 本当に JA に免許が下りた

のだろうか、本当にこのコールサインで交信していていいのだろうかと幾度自問したことだろうと。 その国第

1 局、大昔官許 JXAX なる実験局免許で、かつて草間貫吉氏も味わったという同じ感慨を味わわれたのでした。 

JA1AC 村井氏は、ハンドルを ROY と叩いて居られたのを JA1-1024 時代に SWL しただけでした。 次の、

JA1AD 齋藤さんは私たち工作少年、ラジオ少年には、神様的存在でした。 敗戦後何の読み物もない時代、漸

く印刷用紙の配給出版が始まり、新聞紙大の裏表印刷紙を買って、勝手に読む方が 2 の 5 乗、2 つ折り五回し

て、ナイフで袋を切り 32 ページの雑誌にして読む本から始まった、唯一少年向きの一枚紙月刊誌「少年工作」

誌に「健ちゃんのラジオ」の連載欄を持って居られた。 戦前も昭和一桁、マサチュウセッツ工科大を出られ、

当時帰りの船の中から、盛んな投稿活動、K・S 生なるペンネームは、初鰹の活きのいい技術内容と評された。 
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がやがて、老舗雑誌「無線と実験」の編集サイド、質疑応答の回答サイドに、K・S 生のペンネームを見るよう

になった。 敗戦後免許後は、フナソコ帽子の進駐軍のベランメエ米語に答えられる数少ないに日本人アマチュ

アでした。 JA1AD を、14A3 の CQ では「ジェイ エイ ワネエデイー」でした。 つまり one と次の A

とはリエゾン発音なのでした。 ここが「アメション」*）のアメリカ帰りとは訳が違うところ。 

*）註：アメション：昭和 30 年代から、仕事や、政財界で、アメリカに行って来ただけで箔が付く風潮があっ

た。 通訳・ガイド・上げ膳下げ膳付き、自分の身体で直に出したのはションベンだけという手合い。 これを

アメションと称して軽蔑した。 
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パピーニュウス第 36 号（2001 年 10 月 26 日号） 

西東京の話（９）：某女子大ギャルの好み（アンケートなど） 

西東京市はかつて、田無市とその５角形の４辺を取り巻く保谷市が合併した市なのですが、一番ホッとしたのは

此の女子大でしょう。 と言うのは、そのキャンパスの中の一つの校舎の一隅が、他市、詰まり一つの教室が２

市に跨っている、境界線を跨いで校舎が建てられてしまっていたのでした。 この度合併して晴れて、全体のキ

ャンパスも此の教室も全部西東京市になったのですから。 

それはさておき「秋深し隣の客も柿を食い」（古川柳）は学園祭のシーズン。 ご多分に漏れず、ここも。 ピ

チピチギャルが張り切ります。 登校するギャルの目が輝き頬が紅潮しています、この時期。 見直しますね。 

そこで、発表するためあらかじめ採ったアンケートの結果が判りました。 学園祭側のウエブサイトがないか調

べたのですが見あたりませんので、ここで発表することにします。 

【 ＭＧ学内アンケート ２００１ 】 

好きな先生：(自所属科 1 人選び） 

＜文学部＞ ＜現代社会学部＞ 

１． Ｆ．K.先生♂ １． Ｆ．Ｆ先生♂ 

２． Ｓ．Ｙ．先生♂ ２． A．Ｙ．先生♂ 

３． N．Ｓ．先生♂ ３． Ｋ．Ｋ．T．先生 

＜人間関係学科＞ ＜短大＞ 

１． Ｋ．Ｄ．先生♂ １． Ｋ．Ｔ．先生♂ 

２． Ｓ．Ｋ．先生♀ ２． Ｙ．Ｋ．先生♂ 

３． Ｈ．U．先生♂ ３． Ｋ．O．先生♂ 

 
此の女子大の好きなところと嫌いなところ 

＜好きなところ＞ ＜嫌いなところ＞ 

１． 緑・大樹が多い １． 遠い・人里離れている 

２． 女子だけ大であること ２． 虫が多い 

３． グリンホール・７号館が綺麗 ３． １号館のトイレ 

人里離れ、緑が多いから虫が多い、カミヒトエって感じですネ 

学内で和む場所 よく行くお店は？ 

１． グリーンホール １． セブンイレブン 

２． 学生ホール ２． 吉祥寺 PARCO 

３． ７号館（ソファ） ３． マクドナルド、ロンロン 

 
教授だったらいいなと思う芸能人（男女１人ずつ） 

＜女性＞ ＜男性＞ 

１． 和田アキ子 １． 北野 武 

２． 桃井かおり：田中真紀子：山口 智子 ２． 三谷 幸喜 

３． デヴィ夫人：松嶋菜々子：中村玉緒 ３． 所ジョージ：明石家さんま 

 
入り込んでみたい映画やドラマは？そしてその役柄は？ 

１． ビバリーヒルズ９０２１０（ケリー・その仲間） 

２． 踊る大捜査線（青島・仲間の刑事） 

３． ER（患者：ジョージクルーニー大人気でした） 

アリーmy ラブ（アリー） 

３年 B 組金八先生（学級委員長・不良） 

 
月にどのくらいお金を使う？ 

１． １万円 

２． ２万円 

３． 3-5 万円 
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因みに、此の女子学園は、仏教系の中学以上短大・大学までと、幼稚園併設の女子学園です。 学園祭は、１０

月下旬の週末、釈迦の母の名を冠して、摩耶祭と言います。 関係者でハムは、英語の先生♂、JH1LFP（八王

子在住）が居られます。 

戦後余話（１）：学制改革と日本画壇の確執 

戦後の 大の改革は何てったって此の 6・3・3・4 男女共学をおいてないでしょう。 私学は４年制になる筈

の新制大学は１９47 年春から、国公立大学は１９４８年春から始まりました。 高校以下は、横滑り、旧制中

学と、高等女学校が組合わさって、統合され、男女共学の新制高校となりましたが、旧制の高校と専門学校が組

み合わされて、国公立の大学になりました。 地方の大学で、駅弁大学と酷評される所もできました。 一寸変

わった国立大学もできたのです。 

その昔、藤山一郎や淡谷のり子が、学んで、藤山一郎は学生時代から、流行歌のレコードが売り出されて人気が

出てしまう、きわどさ、、、淡谷は卒業してクラシックを歌っても喰っていけない、で流行歌を歌ったのですが。 

「ふんなのないわ」だったか「だって嫌よ」のどちらか？ 兎に角その上野の音楽学校。 それに日本の画家を

輩出し、絵描きになろうというモノが目指した「美校」。 此の２つが統合して、国立芸術大学となったのです。 

大学ともなれば学長が居る。 要る。 が、きょうびの大臣様と訳が違って２人とはまでは要らない。 所が困

ったことになった、日本画壇には殆ど相容れない２つの集団が出来ていたのです。 

明治のご一新。 文明開化。 日本は世界に目を開かなければならなかった、全てを西洋から入れ直さねばなら

なかったのだが、、、。 明治新政府が多くの分野の先生にすべきお雇い外人を連れてきて研究させてみた所、

繪の分野ではイタリヤ。 

ここから日本へ来たフェノロッサと言う大先生がたまげてしまった。 西洋に繪の旨いのはあちこちに輩出した。 

妖怪変化や、亡霊が出た繪はある。 然し日本画狩野派の写生画のように、二条城のふすま絵の雉や、あちこち

のふすま絵ならいざ知らず、名も無き旅宿で路銀を無くした宿代変わりに、ふすまやついたてに描いた雀が、毎

朝朝日と共に抜け出して餌をあさり、又ふすまやついたてに戻る、時の殿様が、千両２千両を積んで、お城にふ

すまやついたてを運んだ途端朝日が射し込まなくなるし、抜け出してもお城の庭には餌が落ちて無くて雀が死ぬ

話が、日本中に至るところにある。 話*）だけでなく雀のお宿は実在していて、宿に泊まって朝抜け雀を見た

という何千人の証人が存命していた宿まであったのである。 こんな国は初めてだってんで、フェノロッサはビ

ックリしてしまった。 繪の技法、そして、繪に込める心に。 

西洋画を学ぶことの意義も判るが此の日本画を大事に育てることももっと大切だと言い出してしまったのです。 

更に彼は日本人の諸事に対しての心構え、に傾倒します。 茶、茶道の心、これを日本画の心と共に岡倉天心に

説きます。 

狩野派は、確かに、名人達人の正統一系ですが、幾組かの親子関係を除いて、血のつながりでなく繪の技法、繪

の心を継ぎ得た者への相伝なのでした。 いわば天才の発掘で派家名を継がす。 他にも名人、達人は複数あり

得ます。 然し戦前の世の中は家名格式でした。 明治以来のこれら格式から遠のけられた連合軍も、多く美校

には集まっていたのです。 

敗戦後未だ 3 年目の学長選挙、狩野派は、当時の当主、３６歳の気鋭狩野寿一氏を守立てた。 他は連合軍。然

し戦前から、日本画の指導育成に心を砕き評判の良かったこれも気鋭の矢代静一氏のモトに集まった。 下馬評

では、正統派を頭に戴きたいと思っている人も意外に多く選挙はしてみないと然し殆ど互角との予想であった。 

所が結果は、、、新時代、自由、を反映した。 矢代連合軍の完勝に終わったのでした。 

あまりの下馬評と実数の差に、狩野さんもいたたまれず日本を去り、矢代学長が亡くなって平山学長に変わるま

で、35 年余の長きに亘りパリで日本画を指導して居られました。 

学制改革の余波とはいえ、こんな事件も、当時、一般人にとってはひっそりと、、、然し当事者には、何で何で

こんな時代に、、、。とあったのでした。 

後日談があります。 

相撲のパリ場所３日間の興行のあった年の、、、秋も深まった頃、ムッシュ・ル・プランス路の日本寿司屋のテ

ーブル、未だ暮れきらない頃。 客一人。 私は当時、１７区のワグラム大通りのスツジオ住まい、毎朝と、休

みの日の夕刻ジョギングをしていた。 １４区のカルチェ・ラタンの辺りまで、夕刻のセーヌ河岸を走るのは又

一興でした。 秋とはいえ、一汗掻きます。 両道はとてもなので片道。 となると、汗拭いて着替えさせてく

れるところが要ります。 ここい寿司は、神田のオーナーも昔の文学青年で駿河台下の銭湯稲の湯で、背中を流

させられた兄貴分。 店の奥でサッと水浴びして、ジョギングスーツを脱いでさっぱり着替えて、チョイと一杯
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は応えられない。 店へ出ていくと、客は品のいい白髪の紳士。 Ｗ店長に耳打ちすると、狩野さんという絵描

き、知ってる？と言う返事。 会うのは初めてだがこりゃ大変、様子を見るかと、先ずビール。 後お酒ね、と

言った途端。 離れた先客から、声が掛かって、「お互い一人ずつって事もないでしょう、こちらにいらっしゃ

い。」これ遠慮すると絶対気まずい。 酒飲みの心理。 待ってましたという顔は出来ないが、、では BK させ

ていただきましょうか初対面で、雑なスタイルで相済みませんと、差しになる。 店長から狩野さんと聞いてし

まっているのでよけい複雑。 型通り名刺交換簡単な自己紹介。 狩野寿一とある。 やっぱりだ。 気を静め

て、自己紹介を終わり、「ずいぶん長い事こちらにおいでだったようで、、」と切り出してみた。 お一つを薦

めながら。 「ええ、うん、いや、去年やっと３５年振りに日本へ帰りまして、、、昔のことご存じでしたらそ

れは止めて下さいね、所で氷室さんおいくつですか。 おひとりでパリで、、。 世に言う意味で、頑張って下

さいね。 私も 11 年前にフランス人と結婚して、今９歳になる子供がいるのですよ、それで毎年、一度か二度

は来なくちゃならない。 ５５歳を過ぎたからって萎れちゃ困りますよ」さしつさされつ、S メーターは上がる。 

私「先日、パリ在住６４年の荻須画伯が亡くなりましたが、あの方は私の旧制中学の大先輩で、尾張の津嶋、愛

知県立第３中学です。 唯一先輩と誇れる先輩でした。 残念です。」「そうですか、パリを描くために生きた

人でしたね、生涯筆致が変わらなかった。 大した絵描きです。 なかなか出来るモノじゃない。 みんなそう

ありたいと思っているが。 、、、そうですか同郷ですか。」 

「明日は４時起きで出掛けますので今日はこの辺で、日本でも是非お会いしたいですね。 是非名刺の所お電話

下さい。」「飛んでもない、恐れ多いことです。」「何仰有います、フランス人相手に戦った戦友みたいなモノ

じゃないですか。遠慮は要りませんよ。」とホテルは近いと歩いて行かれました。 私は、隣の地下のカラオケ

スナック「あなぐら」の住人になって歌い明かしました。 今から１５年程前の秋でした。 

頭の体操：君は単一乾電池で３Ｖが出せるか？ 

テレヴィで、工業専門校の生徒達による「ロボコン」が放映されていますね、さまざまのアイデアで、問題要求

項目にあったロボット振りが製作されています。 見ていてとても楽しいのですが、参加している学生達にとっ

ては、生き甲斐です。 その眼がそれを物語ります。 負けて、一瞬悔し泣きしますが、必ず勝者をたたえ、次

は負けないぞと力強く次を誓う姿の方が、ただ飛び跳ね喜ぶ勝者よりも何故か頼もしく感じます。 此のリヴェ

ンジを誓う人たちこそ更なる頭の体操に挑むのではないかと。 

此の NHK の「ロボコン」企画は、初め東工大の生徒と、アメリカ・マサチュウセッツ工科大学（MIT）の学生

の対抗でやろうとのアイデアだったようですが、MIT 側の許可システムがややこしく、スローで、許可に３年も

掛かったようです。 

NHK はとても待てず、且つ大学や工業高校となるとその数幾百とても１日で決戦が終わらないことを考慮して、

当初企画を持ち込んで快諾いただいた東工大の先生の助言に従い、当時全国５０校ほどだった、工専校に絞って、

此の東工大の先生に問題を出して貰う形でスタートしたのでした。 

此の企画は、いくつかの工専校の生徒の目の輝きを変えました。 よーしやってみせてやローじゃないか、授業

の試験では良くないが俺には一寸した別の才能があるんだぜ、今に見ていろ僕だって、、派が結構何処の学校に

もいたんですね。 

第 1 回の出題は、新品の乾電池１個で体重６０キロの人を道路で６０m 運べるか？ 5 万円以下の材料で装置

を考案せよ。 新品乾電池はスタート直前に渡す。 但し電機部品を使用する場合、その装置内の全ての蓄電器、

蓄電池は完全放電状態であることをスタート直前の１０分間審査する。 と言うモノ。 

各校生徒の単純な疑問は、問題は可能か？と言うことだったようです。 出題者にも実は判らないのだと答える

と、皆却って盛り上がったというのです。 

然し第１回の 終決戦に作品を持ってきたのは４チームだったよし。アイデアはそれぞれユニークだが、いずれ

も古自転車の車輪を応用、重いタイヤチューブは外してリムの軽さでスタートトルクを克服に努めたよう。 ４

チームとも、車の走り出しのトルクが乾電池でマブチモーターを回すだけでは到底克服できないことを実感。 

どうやって、６０キロプラス自重をスタートさせるかに集中したようです。 

１．人の体重の位置のエネルギーの利用。 伸身で水平に近く寝ている人をモーターでゆっくり支持枠を立てて

行き垂直直前で一気に倒す。 此のエネルギーでギヤを回し車を回しあとは惰性に頼るモノ。 -- ６０ｍを一

気に駆け抜け成功。 但し巻き上げ時間はたっぷり掛かった。 

２．３．省略。いずれも成功。 
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４．非常に感動的で、泣き出した女生徒もいた程という。 ＤＣ－ＤＣコンバーターと、3.3 ファラッド（μF

ではなく）のスーパー・コンデンサーを３０個パラにして９９ファラッドのコンデンサーにして 12Ｖを 15-6

分掛けて充電し、ギヤシフトメカの付いたモーターに繋ぎ替えてリムを回す、初め調子よく走行したが、充電量

は、５６─７m が限界か止まった。 あと３m 一寸。 、、、チームリーダーも運転者も渋い顔、未だしかし

時間内。 どうしようどうする？観衆の嘲笑も始まった。 審査員のあと１０分で競技終了としますのアナウン

ス。 するとそれをまっていたかの様に、観衆の嘲笑がどよめきに変わった。 なんと微速ながら動き出したの

である。 超ローギヤで動いて１０分では３ｍに足りなかった。 然し、制限時間は過ぎたがなんと完走したの

だ。 コンデンサーは放電したあと又時間が経てば電荷が溜まることがあるのだった。 その動き方は、いかに

も必死という感じで、観衆の感動を誘ったのでした。 

このことがあってかあらずか、此のコンテストの第２回目の問題は、新品単一乾電池２個という事になりました。 

第一回出場者は勿論、他の学校も今度こそと頭の体操、役割分担を決めたチーム編成で挑戦したのでした。 

第一回では、DC-DC コンバーターとスーパーコンデンサーという文明の利器が登場、本当に五万円以下で出来

たのか？と言う意見が相次ぎました。 所が、第２回では、そんな意見を吹っ飛ばす、審査員も委員長もアッと

驚く、ノーベル賞的工夫が出てきたのでした。 乾電池２個で、６Ｖを取り出したチームが現れたのでした。 乾

電池は、２個セットのモノが、横長の机の上に出場者分の数だけ並べられ、ヨーイドンで、それぞれ受け取るの

ですが、これを受け取りに来た中に手になにやら持っていた組がありました。 

そうです。一人が V 字型に切り込みの付いた材木。もう一人が金切鋸。ヨーイドンで乾電池を受け取るやいなや、

V 字型のジグに挟んでもう一人が、鋸で、胴切りに次々切り落としたのです。 それを４個手製の電池ケースに

はめ込むと審査員にニヤッと笑って自分のチームの所に駆けていったというのです。 審査員は声も出ないほど

に驚いたと言っていました。 

近は、英語圏の諸国に倣ってしまって、日本の小学校ではコロンブスの卵と言うことを教えなくなったそうで

すが、コロンブスの卵より実用向きに、此の工専生の乾電池の輪切りを教える方がいいかも知れませんね。 既

成の概念を打破する楽しさ。 審査員にニヤッと笑った彼等は、既にそれまでに何度も輪切り電池が立派に役立

つことを実験し尽くしてのことだったのでしょう。 日本の学校教育に救いがもしあるとすれば、ロボコンに参

加できるような実験教育を今直ぐ復活することではないでしょうか。 
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パピーニュウス第 37 号（2001 年 11 月 4 日号） 

戦後のアマチュア無線史（9）：7 メガの水晶スポット、越前ガニの話など。 

ハイ。 戦後の、日本人ハムにも、こうして免許が与えられました。 然し、その技術的規制は、厳しいモノが

ありました。 メーカー品があるわけではありません、尤も、これから 10 年経たないうちに、ハム女子大卒の

YL ハムで、嫁入り道具代わりに「アメリカ製を買うために、受信機に 50 万円、送信機に 50 万円、も用意す

ればいいでしょうか？」と言ったのを直接聞きました。 当時、私の月給は、標準値の 1 万 3 千 8 ッピャク円

ほどでした。 ですからみんな自作の腕を競ったわけです。 電波の確度については、アメリカ軍及び CIA から

特に喧しい要求があったようです。 と言うのは、大戦中から、スパイやパルチザン活動には弱小ヒョロヒョロ

電波の発射が付き物で、探索検出班は、逆にオートワッチャーを使ったりして、割当外周波数の電波、QRH の

ある電波、自己発振電波、チャピル CW、キークリックのある電波、等を摘出して調べる手法を多用していたか

らです。 

後に JARL は、このために、日本を発信源とするアンカバまで含めたアマチュア局等の電波の周波数逸脱他に

ついて、アメリカの監視当局から再三に渡って、正式文書での警告書を受け取ることになるのですが、、、。 

免許に先立って、電波管理委員会から、アマチュア局の無線局技術基準が示され、電波の質と、電波の確度につ

いて、厳しい基準が示され、0.025%以下の誤差で周波数測定できる、ヘテロダイン周波数計の備え付けの有無

で、指定空中線電力とガードバンドの幅が決まるという、二重の手枷足枷が示され、CW 資格試験のない 2 級局

が動作する 7 メガは、僅か 2 スポット周波数の水晶制御発振しか許されない基準でした。 日本にも、電波監

理局の他に、津、宮崎、石巻、etc10 局ほどの電波監視局が稼働しており、日本列島全体を同時に見渡す、米軍

沖縄電波監視隊と連携して、スパイ電波の監視のネットワークを作っていたわけです。 

7 メガの指定周波数：A1：7013；7032；7063 A3：7050：7087.5kc/s の計 5 波。  (実は自分で使

わなかったので A1 の周波数は怪しいが、3 スポットは間違いない。) 

2 級局はこのうち A3 の 2 波で動作するのですから、次々免許されて局数は増えたのですから、大変なモノでし

た。 3.5 メガは翌昭和 28 年 5 月に、やはり、水晶スポット指定で、A1 が、2 波、A3； 3525kc/s 1 波

のみの指定で追加されました。 もうこのころまでに、戦前の局数に迫るアマチュア無線局が予備免許を含めて

免許されて居ました。 予備免許中でも、落成届けと、試験電波発射届けを提出受理されれば、これらの指定周

波数で、試験電波の発射を行うわけですから、スポットは当然混信します。 然し、そこはハム。 当時は皆、”

king of hobby”のプライドを自分の電波に掛けていましたから、「互譲の精神」が、各スポット周波数に漲っ

ていたと言えるでしょう。 現在のような、先に使っていたモノが先用権を持つ、等という変なルールはなく、

１交信ごとに、クリヤーされて、誰かが誰かを呼ぶのでなければ、さっきまでの人を自局コールだけで呼び出す

などと言う半端な呼出（無線局運用規則にはない方法）はあり得ませんでした。 当然その間を縫うようにして、

試験電波も出てきますが、無線局運用規則に従えば、大抵の発射試験は、ダミーロードで行い得ますし、各自が

モニターしてからアンテナに乗せることを励行していましたから、本日は晴天なりがそれほどの長時間、スポッ

トを占拠することはあり得ませんでした。 各自、如何に短時間で、チューンするかを心がけていたのです。 

vvv de ja4hl bk の間に必要な全てを済ませられないとヘボの烙印を押される、そんな時代でした。 

所がある朝、７メガの１つのスポットに「本日は晴天なり、、、、、（無言）、、、本日は晴天なり、、、、（エ

ッヘン、、、、クッシャン）、、、、、マッイイカ、本日は、、、」などのんびり局が出現、、、皆？？？私

SWL JA1-1024＠目黒区「誰の声、ン？」一寸電波が途切れ、JA1AL 竹沢さんが、ＢＫ、然し応答なし。 又

本日はが始まる。 やがて、JA2WA の CQ が A3 で発せられて、JA1AL がコールして QSO、先ほどまで長

いこと試験して居られましたがどうされたのですか？と 1AL。 JA2WA 円間さん「あれ、私ダミーロードの

１００w 電球でポカポカさせて、A3 のチュウニング取っていたので、アンテナは繋いでおりませんでしたが？」

後の JA9AA、越前カニのカードで名高い電波は、ラックの 上部の電気スタンドまでのコードで、東京まで飛

んできておりました。 SWL レポートして、越前カニのカードを５円（確か尾長鶏の図柄）切手を貼ったダイ

レクトで頂戴しました。 太陽黒点数のサイクル 18 は既にやや下がり目でしたが、７メガのコンデイションは、

時々頗る付きの素晴らしさでした。 昭和 27 年、日本人ハム免許第１年は、暮れまでに本免許局は 100 局に

は達しないで、新年を迎えました。 

この年の秋から年末商戦に掛け、菊水電波 KK からスカイベビー、及びスカイクイーンという通信型受信機キッ

トが、又、富士製作所から、スターS-51A なる通信型受信機キットが発売されましたが、当時の貧乏書生、よ

く言えば勤労学生の私には高嶺の花でした。 (アルバイト（アルバイテン）なる語は、学生ドイツ語としては

存在したが、未だ社会語ではなかった。） 

戦後のアマチュア無線史（10）：２１メガなどは新参バンド 
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戦後、台湾が米軍に占領されたあと、主権は中国然し事実上米国の軍事顧問団に軍政で委任されていた時代があ

ることはあまり知られていない。 この時、日本に JA コールで、駐留米軍人局があったのと同じように、台湾

にも BV1@@@の３文字サフィックス局があった。 戦前の米領フィリピンマニラの,KA1 の３文字ルールのサ

フィックスと同じ。AA@~が陸軍軍人、NA@~からが海軍軍人、行政及び軍属が、US@~。 台湾は今も BV1

が無いが、それは此の影響、当時は BV1USA から BV1USF 迄がよく活躍していた。 SWL レポートに対し

てもカードを貰った。 USA/USB/USF からはダイレクトの返信で感激したモノです。 つい昭和２０年８月

までは日本領土だった甘藷型の島の地図に BV1USA と言うコールサインが印刷されたＱＳＬカードを見た時

は複雑な思いでした。 戦争に負けたのだ、と言うことを再認識した瞬間でもありました。 

その BV2A/B で、台湾民間人(台湾コロンビア映画副社長、当時）が 40m、20m、10m のライセンスを得て、

1970 年頃に始めて出てきたのですが、彼はアマチュア無線の戦前の古い本で読んだモノですから、80m、15m

にもアマチュアバンドが出来ていることを知らなくて、郵逓局の啓蒙を行ったとき 10m,20m,40m のこれだけ

かと聞かれたのに、そうだと言ってしまって損しターそんしたーと言っていた。 

そうなんです。15m と 80m では、戦前のアメリカで、ノビスクラスの設置が検討された時、初めはノビスバ

ンドとして許可され、やがて、アドヴァンス級もゼネラル級も、ノビスの動作を承知の上で使うことを条件に許

可されたモノ。 従ってか非ずか、日本の戦後の許可も先ずは,40m,20m,10m,6m&2m が、1952 年 7 月。

80m が、1953 年 5 月水晶スポットで。 そして、15m が、1955 年 5 月だったと記憶します。 

40m の、5 つの水晶スポットから、各自水晶を用意するなら、7007kc/s から 7093kc/s の間で OK 但し落

成検査変更検査又は定期検査の際に、周波数及びドリフト量を測定して合格した指定周波数に限る、となったの

が、1954 年 12 月。 私が 2 つの水晶周波数で、JA4HL の予備免許を貰う 4 日前の通達でした。 急遽、

ジャンク屋に手紙を書いて、ジャンクの水晶を買い、正月休みは水晶磨きに明け暮れました。 幸い会社は金属

鉱山会社、私の所属の研究室にも水晶磨く道具材料くらいは揃っていました。 17 枚磨いて 13 枚の発振に成

功。 然しその内 2 マイは磨きすぎて 7095 と 7099 とバンドはずれて薄くなりどうしも出来ずお釈迦で残念。 

7007 から、7092 まで 11 枚の手磨き水晶持ちは珍しいと、落成検査の技官に言われました。 所が、その

後半年足らずで、VFO で検査を受けてよいことになってしまうのです。 これ、とても腹立つ乗り（原 辰徳）

でした。 ラヂオで赤胴鈴の助の歌が耳に付いている時代でした。 水晶片を見ると今でも♪剣を取っては日本

一に夢は大きい少年剣士、、、」が響いてきます。 口ずさみながら無我夢中で磨いたのでしょう。 ニクロム

線ヒーター電熱で、かじかむ手をあぶりながら。 

1955 年 5 月には、筐体を持ち運ぶことが出来る送信機受信機が一体に出来、且つ 50W 以下の出力の装置は

移動局として申請することが出来ることになりました。 そして急ぐ場合は事前連絡した上電監に持ち込み検査

も可、と言う通達もでました。 

その年の 7 月、私の旧制中学先輩で当時の JARL の東海支部の役員、JA2AK が、7 メガの送受信機を作って、

持ち込み検査合格翌日、中部日本新聞社機朝風号で、同社カメラマン、JA2AE と Air Mobile の国内第一号を

果たしました。 小さい記事ですが JA2AE 氏のカメラによる 2 人の写真付きで中日新聞記事となりました。 

JARL 発行の、「アマチュア無線の歩み」の本は、連盟自身が行った此の A/M の事実を見落としています。 移

動局許可から 2 ヶ月足らず、収録者が、まさかそんな早くと見落としたモノでしょう。 因みにお 2 人ともご

健在。 但しもうアマチュア無線とは縁が切れた。 縁の方で切れたのです。 1952 年再開当時の電波法で、

アマチュア無線技士の資格は 5 年の有限期限。 再免許申請が厄介でしたから、違うエリやで勤務中の若者には

難儀で、期限切れが起こり得たのです。 JA2AE さんは HAM より写真が面白くなって今は名古屋で押しもお

されぬプロ写真家。 写真教室も開いて居られる。 アマチュア無線の歴史には、そんなことも載せた「時」が

流れているのです。 

アマチュア無線が戦後は私設無線電信電話実験局などという理屈気な名前を捨てたのは、戦後の教育が、科学教

育にもぐんと力を入れた青少年社会に科学する心を持った人を作ろうという動きにマッチさせる目的も持ち合

わせていたからでした。 いつの間にか、文部省教育は、入試と模擬試験偏重となり科学教育は何処吹く風にな

り終せて、アマチュア無線は金喰い電話ゴッコ、これでは、携帯と TV ゲームやゲームボーイやプレイステーシ

ョンにかなわないのが当然の帰結。 6334 制も弊害ここにきわまる 50 年。 ソロソロ反省があって良いので

ないか？ 

「学校とは？」と子供に聞いてみるがいい。 文科大臣が腰抜かすかも。 「勉強って？」「何でせんならんの？」

「学校って、先公いじめてみんなで遊ぶとこやろが。チャウカ？」、ゲームがみんな教えていまっせえ。 映画

には映倫が風俗には警官が時々。ゲーセンやゲームソフトには、、、、なーーんにもない。 非教育ソフトにお

灸は要らないのかな？ 
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パピーニュウス第 38 号（2001 年 11 月 11 日号） 

戦後のアマチュア無線史（11）：アマチュア無線と社会の接点は。 

戦犯釈放、吉田内閣の保守化が進み、「反動」から流行語「逆コース」が流行ります。 アマチュア無線は逆コ

ースは辿りませんが、ホンダカブから始まったモーターバイク；スクーター、蛍光灯の普及が先を走り、街頭テ

レビなるモノが現れ始めても、なかなか社会との接点がないまま昭和 28 年半ば、年は半ばでも、雨は多く、梅

雨は半端じゃない未曾有の豪雨が各地を襲います。 中でも北九州は、激しく、関東の坂東太郎に次ぐ筑紫次郎

こと筑後川が大氾濫、筑後、八女、久留米、大川付近一帯を有明海状態にしてしまいました。 更に熊本の白川

も濁流が河岸を削り流してしまい洪水、衛生状態悪化。此の両地区でガスエソ（瓦斯壊疸）が流行蔓延。 応急

治療用血清が必要とされた。 東京赤十字にはストックがあったが、運搬方法がない。 敗戦で翼はもがれ、国

内に飛行機もない時代。 まともなトラックだってない。 東京から下関まで、通しで走れるようなトラックは？

行ってみなくちゃ解らない時代。 ぶっつけ本番一刻の猶予はない、血清が間に合わねば確実に死。 6 月 26

日全国のアマチュアは、7 メガのなけなしの 2 スポットを此の「ヒゼウ」通信に丸っと明け渡し固唾を呑んだ。 

トラックの給油、積み替えは時間のロス、なれば、各通過地で整備した車両と荷積み人足を準備して、到着予定

をヒゼウ通信で報せてアマチュア関係者の多くの人足協力も得て、運送の円滑化を助けようと、一丸となって協

力したのです。 （無線局通信規則で、当時は旧カナ使いでしたから「ヒゼウ」でした。戦後始めてのヒゼウ通

信でした。）未だ移動局は許可されていず、トラックは昼も夜も走り続け、エンジンタイヤの調子を書いた紙を

あらかじめ用意し、沿道のポイントに待つアマチュアに渡して次の中継点の予定、予備車の要不要を 7 メガで報

せて貰うのです。 

こうして、ほぼ昼夜走り続けた血清は、九州アイランドに入ったのですが、此の方法にはかなりの無理がありま

した。 東海道、山陽道を走り抜けて行く先ざきの中継点が、固定点でないために、各地の準備状況を誰かが覚

えていて、トラックの状態道路状況を勘案して、じゃあその状態なら次の給油点は何処で、何処まで突っ走れ、

トラックガソリンの状態で道路冠水なら無理せず何処で、中継荷を積み替えた方がいいと、判断指示する必要が

あり、此の人はおいそれとは勤務交替できなくなってきたことであった。 九州まで走って貰うからにはこれは

必然 6 エリやの人の肩に掛かってきた。 その人は筑後八女福島で孤島となって孤立奮闘する JA6AS 浄土宗

無量寿院院主三浦長栄師であった。 朝の勤行も手短に済ませてくる、夕方のお勤めは母ちゃんに代わって貰う、

など肝腎の坊主業をそっちのけで、ヒゼウ通信のセンター局にさせられてしまっていたのでした。 ここで悲劇

が襲います、食中たりしていた三浦さんの子供さんが急性肺炎で発熱、引きつけ、席を外せなかった三浦さんが

死に目にもあえず息を引ききってしまったのでした。 7 メガの電波は先ず奥さんの声と思われる女声の悲鳴で

した。 皆何が起こったか解りませんでした。 続いて九州弁で、三浦さんの絶叫、「アチャーッ、なんばしよ

ったつじゃいろ、ヒトンコツば心配しよって、吾がドンの娘一人よう 助けでな見殺しにしてくさ、こげいにな

っと、、、,なんばしよったつかん、馬鹿じゃったあ！馬鹿じゃったあ！、、。」世にこれを JA6AS さんの血

の絶叫と呼んだ。 

貴い犠牲として此のヒゼウ通信の概要とともに新聞記事になった。 アマチュア無線と社会との接点が、戦後始

めて世に報ぜられた悲しい事件となりました。 

幸いこの頃血清は久留米赤十字の手に渡り、更に第 2 トラックも関門海峡を渡りつつある旨が報ぜられて、皆 1

つだけ胸をなで下ろしましたが、、、。ふっつり切れてしまった JA6AS の電波のことを思うと、皆胸が痛みま

した。 

近所や檀家の手前もあって「お勤めの手抜きのばちかぶりましたけん、、、」とこの後、三浦さんは此のお子さ

んの 33 回忌を済ますまで、免許は繋ぎながらも電波の発射は控えてこられ、漸く昭和 62 年頃からアマチュア

無線を再開されました。 33 年余の長さを思うとき、親として長い長い冷たい冷たい冬だったことと同情を禁

じ得ません。 

戦後のアマチュア無線史（12）：アマチュア無線を書き捲った記者 

1954 年はチョイとした悲劇で明けた。 皇居に一般参賀が押し掛けた 1 月 2 日。 参賀に並んだ押すな押す

なの列が、押してしまって将棋倒しとなり 16 名が死亡。 三五は 15 参賀は 16 洒落にもならず。 うすら寒

いお正月でした。 翌 1 月 3 日、QSO パーテイー、正月は初めてながら第 2 回。 始めて 3.5 メガが加わり

3.5/7/14/50 メガで開催。 コンテスト形式だった第 1 回より好評裡に終わった。 松が取れる頃から、朝

日新聞夕刊に囲み記事でいきなり「CQ・CQ」が連載され始めた。 私は購読していなかったが、下宿のおばさ

んが、こりゃ氷室さんが絶対切り抜くだろう？と翌日呉れた。 「連載らしいから全部切り抜くから毎日頂戴！」

「えっ毎日？朝日でしょ！」「そう朝日の夕刊を毎日頂戴ちゅうの！」「ああややこし」。 
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記者の署名は当時はコラム記事でもなかった。 連載の終わりに書き込みがあって、社会部の小林幸雄記者と判

明したが。 当時も未だ紙不足で土日祭の夕刊はなく、確か 10 回の連載、2 週間でではなかったろうか？ 此

の連載を切り抜いてスクラップブック代わりの古いノートに張り付けて整理した翌朝東京は大積雪、全ての交通

機関が全面ストップした。 都電 30 番通り小川町から九段青山とラッセルして、渋谷でお昼背負いのおにぎり

食べて、東横線の線路伝いに、伯母の葬儀準備に都立大の親戚まで。 丁度柿木坂を降りるとき、開通した東横

線下り 1 番電車が通った。 午後 1 時半だったのを覚えている。 あれだけの積雪量はその後の東京では見ら

れない。 

脱線が過ぎたが、「CQ・CQ」の連載がどんな順序だったかは忘れたが、「世界を結ぶ声」「A クラスのハム

国日本」などのタイトルで、2 回分で世界のハムとアマチュア無線の概要を要領よく説き起こして、日本の現状

に及び、3 回目辺りでハム独特の用語解説を面白おかしく交えて興味を高め、そして、（順不同）JA8AA、JA1FM

（富平静代嬢当時唯一の YL 局）、JA1KF/exJA8AB,JA1AH,JA1AC,JA1CO の 6 局だったと思うが、6

回に亘って紹介し、その活躍振りのハム生活を活写、QSO 相手の DX 局をも解説、アフリカ、チベット、オー

ストラリヤ、セイロンの YL 局、アラビヤの王子、刺身の妻的にはアラスカ、そして国内では JA1CR、JA1KC、

などが登場したと思う。 後に締めくくり一回。 の計 10 回ではなかったか。 相当な情報量を実に面白く

且つ解りやすく解説された。 例えば札幌の病院勤務から東京の病院に転勤されて JA8AB から JA1KF と活

躍の石田 doc の話。 東京に転勤して仕事が忙しいのに無線も止められなかった頃、息子に一本取られたこと

がある。 当時 4 歳だった息子がこう言い放ったモノだ。 「お父ちゃん！お父ちゃんはいつもムセンデンシン

ばっかりやっているけど、本当はお医者さんなんだろ、ねえ、ラジオ屋さんじゃないんだろ？！」と。 

当時ハム側では、社会の接点、啓蒙の道がなかなか開けず、巷では、三橋事件と都通信社スパイ電波発射事件が

相次いだりして、まさにハムも暗濤（シュトルム・ウント・ドランク）時代に引き込まれ掛けるのをどう逃れる

か焦っていたときの太陽の暖かさでした。 これだけのハム啓蒙の記事が新聞にでたことは後にも先にもこの時

だけでしょう。 記者にもデスクにも並々ならぬ理解があって始めて出来た快挙ではなかったか。 ハムにとっ

てその タイミングの良さは絶妙、これはデスクの冴えではなかったか。 

小林氏はその後も、ハムの見聞を広められ、いろいろ書かれたようだが集大成として、当時の新進書店角川新書

発売に際して「日本のハム」が昭和 33 年 3 月に出版されています。 今から 20 年以上前に既に廃版となって

いますが、当時のハム事情をこれ以上生き生きと書かれた本を私は知りません。 此の本には、西武線ハム倶楽

部の暴れん坊コンビ、SWL 時代に一世を風靡した曉の珍局リスナー小林知司氏、後の JA1IO／引っ越して

JA1BBO と JA1AH の実弟で口にチャックが要るからあだ名もチャックの JA1KC が小林記者の水先案内を

勤めている。 昭和 30 年代の終わりに小林記者が病で、40 年代の初めにチャックらが車禍で相次いで他界し

て久しくなり、生前チャックと親しく付き合う機会を得た私が書き残さないと、あまり詳しくは知られていない

事件もあり責任重大と痛感しています。生き残ったモノのつとめでしょうか。 
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パピーニュウス第 39 号（2001 年 11 月 27 日号） 

戦後のアマチュア無線史（13）：春日無線のトリオ 9R4 の係累。 

「悲しい色やね！」じゃないけど、♪そんなことまでワカランヨウニナッタンカア、、、.」である。 トリオの

戦後初の通信型受信機、9R-42J が昭和 30 年 8 月に発売されたと知ったかぶりに書いて有る本がある。 歴

史や地理の先生は「見てきたような嘘を吐く」ので油断がならないが、、、 近は、実際にも行けるので地理の

先生は、此の難を免れるようになったけど。 此の記事には、２つの嘘がある。 

1．戦後始めて通信型受信機が発売されたのではない。 既にその前に菊水電波、三田無線、富士製作所等から

いくつもの通信型受信機が市販されていた。 寧ろ春日無線は後発、ダイヤル面も delica に近いデザイン、い

ずれもハリクラフター社のコピー的であった。 菊水のモノは「おとなしくても何故か横行」ダイヤル型。 ず

っと後に 9R59 も横行するが。 

2．春日無線工業（株）トリオの初めの型は、9R4 と言う ST 管９球の 4 バンド受信機だからそう名付けられ

ていた。 9R-42J ではない、これは随分後の型です。 バリコンはごくありふれの 3 連バリコンだったから。 

2 年ほどして 2 セクションの 3 連バリコンが発売され、GT 管も出回ってきたので、バージョンとして、4 バン

ド用のコイルパックも 2 セクションバリコン用の KR-42 を発売同時に 9R-42 と言う ST/GT 両用で 2 セク

ションバリコン使用型を発売した。 更に数年後ミニチュア管時代が到来して、バリコンも小型化し受信機も小

型化できるので、筐体もリニューして、ミニチュア管専用 2 セクションバリコン使用のニューモデルが 9R-42J

であった。 これだけのサフィックスが付く命名に就いてはそれなりの変遷を経たモノだと直ぐに気付いて欲し

いモノです。 これが 初にありきとは大嘘です。 調べてもいないと言える。 

丁度此の 9R4 の発売の前後に TX-1 と言う、これこそ業界初という送信機用のキット（と言うには一寸烏滸

がましいが）が発売された。 水晶発振、クラップ発振回路共用+バッファー段+終段出力までの、いわば、CW

用の 3.5/7 メガ送信装置で、変調機及び電源は推薦回路図だけ。 当時初心者は 2 級のみ、CW はなく A3 で

HF では 3.5/7 メガだけ、と言うことで、一寸 A3 の送信機用キットとは言えないキットであったが、VFO 用

コイルバリコンを含む、コイルは高周波チョークに至るまで、バリコンもそれぞれ、そして、807 用のタイト

ソケットと 807 用の袴付きのシャーシーと、チジミ焼付塗装バニヤーダイヤルと、Ig/Ip 切り替え可能なメータ

ー付きのチジミ塗装の全面パネルがキットになっていて、初心者が、ラジオ付き電蓄を 2 台作る程度の部品集め

と作る労苦を厭わねば一応 A3 の送信装置を作れないことはないと言うことで結構売れたようです。 これで、

3.5/7 メガの送信装置の定番は終段 807 を 6V6 の PP（プッシュプル）でプレ－トスクリーン同時変調する

という、此のキットの推薦回路図に決まり定番となった感がありました。 

丁度そのころ、無線局開局申請書と工事設計書を書いていた私は、やはり此の推薦回路にして提出。 1954 年

12 月 17 日付で、JA4HL（玉野市）の予備免許が降りたので、早速此のキットとオプションの真空管キット

そして部品表を作成して推薦回路の電源部及び変調部の全ての部品とシャーシーとパネルを CQ 出版社の当時

の代理店、高槻無線に発注しました。 予備免許の次の日に送金したと思います。 然し、不運にも、それから

1 週間後の年の暮れ、高槻無線は不渡りを出して倒産した旨の情報が、7 メガで流れました。 倒産前の受注分

は 3 月までに納入しますと言う注文請書が年賀状代わりに来てホッとしましたが、納品は 2 月始めだったと思

います。 真空管キットは代品だらけ、肝腎の 807 の代品は 1624 でした。1625 なら 807 の 12.6v バー

ジョンですが、1624 は CQ 誌の 11 月号付録 CD-ROM にある如く、2.5Ｖ2A の直熱管バージョンでした。 

オッタマゲマシタがただ、電源トランスも、2.5v2A センタータップ付きの巻き線があるモノに置き換えてあり、

多少の良心はかいま見えました。 兎に角推薦回路図に近い 3.5／７メガ用の A3 用 10W 出力の送信機は、作

れました。 

世上TX-1はTX-88のバラキットだったというのも真っ赤な嘘。 見ていない人の当てづっぽう。 更にTX88

の前に 9R4 に続いては、9R42 よりも前に、高 1 中２型受信機の高周波段のゲインを足すプリセレクター（HAM

語で S9!er）ミニチュア管の 6BA6-6BA6２本の Signamax SM-1 と言う 9R4 と同じフェース背丈の並べて

使うのが発売されている。 （！註：後年 CQ 誌には誤って R9'er と紹介されたが、R は 5 迄で、R9 はない。

Q5’er と混同して間違ったモノだろう。 いずれこれも発売されるが 1965 年より早くはない）TX-88 が出

現するには未だ数年掛かる、ましてや昭和 31 年に TX-88A が出たなどは、嘘もいいところ。 タイガイニセ

エ、と言いたい。 
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パピーニュウス第 40 号（2001 年 12 月 5 日号） 

戦後のアマチュア無線史（14）：戦中戦後の真空管概史 

無線史(13)でトリオの 9R4 通信型受信機を主体に、その変遷を書いてみたところ、2 セクションバリコンと 2

連バリコンの意味がお判りでない方と、真空管はミニチュア管しか見たことがない方が、ST 管とか GT 管とか

一寸だけ教えて下さいとのリクエストがありました。 

前者はバリコンの構造とその部分用語が解らないと解説のしようがないわけで、用語がお判りを前提に言えば、

2 連/3 連/4 連は、単連バリコンを回転軸方向に何個並列に繋いだ構造かを言います。 それぞれの単連は一般

には単セクションで、1-４個でも各単位同じ容量変化するモノが基本形です。 2 セクションバリコンは、2 連

でも 3 連でも 4 連でも、それぞれの連のステーターが、二つのセクションに分かれて端子が出ていて、各 430pF 

x 2 連、3 連、4 連でも使えるしセクションを切り離せば、各 180pF x2 連、3 連,4 連、に使えるモノでした。 

9R42 に使われたモノは 3 連の 2 セクションで、4 バンド用のコイルパック KR-42 のバンドスイッチでバン

ドに合った容量端子に繋ぐようになっていました。 9R4 は max430pF なので SW の各 band の幅が、周波

数比にしてほぼ 3 倍に対し、2 セクション max180pF では短波帯の各バンドが周波数比にして約 2 倍であり

ました。 

 9R4 9R42/9R42J/9R59 

放送帯 550-1500kc/s 540-1505kc/s 

短波帯(1) 2.4-7.2 Mc/s 3.5-7.1Mc/s 

短波帯(2) 6.0-18.0Mc/s 7.0-14.35Mc/s 

短波帯(3) 11.0-30.0Mc/s 15.0-30.0Mc/s 

と言ったところです。 

コイルパック、バンドスイッチなどの解説まではご容赦下さい。 勉強して下さい。 ラジオ考古学までは手が

回りかねますので。 

真空管考古学はさておいて、形而上学的に歴史を追ってみます。 ついでに一言言うと、only 期間的に、真空管

の栄枯盛衰は、共産主義の栄枯盛衰とほぼ同じ時期です。 両者間に何の脈絡もありませんが。 

トーマス・エヂソンが炭素線で電球を作ってから、そこから出るのは光だけか？が謎でした。 エジソン自体も、

中に電極を入れた実験をしたようです、然し、高電圧を掛けなかった為もあって、発展はありませんでした。 高

電圧交流が整流されることが解り 2 極管が作られ、ダイナトロン発振する事が見いだされた頃、ド・フォーレ教

授が 3 極管の格子制御作用を見出し、3 極管実用時代突入です。 この頃までの未踏分野開拓時代は、真空管の

フリースタイル時代。要るモノを作らせる、作れる大きさに作る時代。 腕と頭のコンテスト。 

同じモノがもう一度欲しい、もっと沢山欲しい、もっとしっかりしたモノが欲しい、時代になって、抜き差し簡

単な、ベークライトのベースとそれに出た金属足が着いた。 それをはめ込むソケットが要る。 折しも、人造

樹脂ベークライトの工業生産が始まった時代。 上のガラス球の部分は、電球同様吹きガラス球。 これが定番

の真空管の形になった。 「バルブ」ですね。 ですから、尤も古く量産型となったのは、電球の形をもじった、

いわゆるナス管後に S 管と名付けられました。 ベースの方にステムが固定され、電極も此のステムに固定され

ているタイプ。 電極保持がいかにも頼りない。 2 極管 3 極管ならこれで何とかなりました。 

然し、フィラメントとグリッドの間にモヤモヤした電子雲が漂って、プレート電圧をウントコサ高くしないとマ

ジに働かない事もあると解って、グリッドと、フィラメントの間に此の電子雲を吸い取るグリッドを入れたので

す。 空間電荷格子横文字でスペースチャージグリッドと呼びました。 第四の極の登場でした。 電極の保持

方法と、線の出し方がいろいろ考えられ、結局電極は、大きめの電球バルブにステムと直角水平保持して、制御

格子を頭に出しスペースチャージ格子は下の 4 本足に収まりました。 S 管で電極が水平に保持されている球を

見たら、UX111B という空間電荷格子 4 極管と思って間違いありません。 

フィラメント電圧 1.1 ボルトでプレート電圧が 18 ボルトかそれ以下でも働く面白い球です。 このほか戦後ア

メジャンで、VT717 というドアノブ管が、6AK5 の電極を水平に保持した GT ベースの中に半分沈んだドア

のノブ把手の様な球がありました。 電極の水平保持は難しいのです。 熱で電極が膨張してたるむからです。  

電極の垂直保持も下部で支えるだけでは当然心許ないモノです。 空間電荷格子だけでなく、スクリーングリッ

ドが発明されて 4 極管、更に陽極に強く当たった電子が二次電子を撒き散らして、スクリーンや制御格子に影響

するのを抑制するサプレッサーグリッドが付いて 5 極管になると、電極間隔が微妙に揺れてどうにもならなくな

ってきました。 電極を頭の方でも支えたい！此の願いに登場したのが、アメリカ大陸では大量に産出する板状

の天然雲母：マイカでした。 電極は使用時は 200 度以上になり直接ガラス壁では支えられないが、熱も電気
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も良好な絶縁体の雲母を介してならガラス壁で固定できることになり、電球状のバルブの頭を絞り肩を付けてこ

こで雲母板で支えて電極の上部を固定支持することで、安定な 4-5 極管に出来ることが解り、それまでの球も

含めて、真空管の量産タイプの標準型は此の肩付き、ST 型と決まりました。 1930 年以降の球は殆ど此の

ST タイプです。 

それまでの S 球は古くからラジオ用は、3 桁の 100 番台の番号から付けられていました。 ドイツ系の N161、

N169 などはバナナチップの足がベースの真ん中にも 1 本の計 5 本足、これらを除く 130 番台からのアメリ

カ系 111 の辺りから、アメリカでは番号だけ、日本でライセンス生産されるとラジオやさんの便宜のために使

用するソケットの記号が頭に着いた。 アメリカで 112 なら日本では UX-112 と言う具合。 ただ、使用法

に向いた小改造があるとアルファベットの記号がお尻につく。 フィラメント関係に使う A 電源にかんするのは

A、プレート関係の高電圧電源 B 電圧にかんするモノには B が付けられていました。 商用交流がラジオに使わ

れる前にはラジオは電池で鳴らしたのですが、フィラメントを赤くともす電池が A 電池。 プレート電圧を掛け

る高い電圧の電池が B 電池。 グリッドにマイナスの 12-15v を掛けるバイヤス電池を C 電池と呼んだので今

でも B 電圧などと呼び名が残っています。 S 管時代には 112 には、オーデイオ用の A つまり 112A と、3

極管だがエリミネーターラジオの商用交流をトランスで、B 電源用に整流するためグリッドをプレートと一緒に

繋いで 2 極管として使う 112B とがあった。 

これらが、ST 管化された際、112A は 12A 日本では UX12A と、112B は 12F 日本ではグリッドをとって

整流専用の印 KX12F と 3 極管と 2 極管に分化した。 12 には更に電蓄時代に入って、ST 管に 12A の電極

2 本を挿入双 3 極管にした UZ12C が作られダイナミックスピーカーなどを鳴らすのに、パラレルでもプッシ

ュプルで使っても 1 球分場所をとらず重宝しました。 商用交流の配電が普及して、ラジオも交流が使えたらの

要求から、上記 112B などで B 電圧を整流し、直熱管の交流点火が始まり、226/26B や 112/12A がトラ

ンスの 1.5v 中点付き巻線や 5v の中点付巻線で使われ、中点タップのないトランスの場合にはハムバランサー

を使って中点を探って、中点代わりに使いました。 こうして、A;B;C 電池を一挙に省略して商用交流で鳴らす

電池無しのラジオをエリミネーターラジオと呼んだのです。 検波には真空管以前から、方鉛鉱などの鉱石と鉄

針の接触を使った鉱石検波器が多く使われていましたから、S 管ラジオの時代には、鉱石検波器で検波するラジ

オでした。 勿論エリミネーターラジオの時代でも踏襲されましたが。 上記する直熱管の交流点火はハム音の

処理に頭を悩ましたほか、検波を直熱管交流点火では事実上無理でした。 交流を整流のが検波なのですから。 

このための必要から S 管時代の途中で 227 と言う傍熱管が作られました。 交流点火して問題ないので、電池

時代と同じく検波が真空管で出来る時代が戻ったのです。 こうなるとじゃ４極管も作ってみようかが 224。 

じゃ 5 極管はどうだ？で 231、232、234、235 などが S 管時代に作られて、電極保持方法で行き詰まって

いったのです。 

S 管時代に作られて名前の残って、特に ST 管に引き継がれたモノを列記します。 112B/12F；224/24B；

227/27A；226/26B；239/39;241/41;242/42;243/43;245/45:超 245/超

45;247/47B;250/50：などです。 （S 管名/ST 管名です）こうして交流で鳴るラジオと電蓄全盛の時代に

入っていきます。 電蓄とは電気式蓄音機の略です。 じゃ電気で鳴らさない前はレコードをどうやって鳴らし

たんだ？って困りますね、ここで威張ってないでかのトーマスエジソンに聞いて下さいね。 

因みに交流点火前の真空管のフィラメント電圧は、乾電池又は鉛蓄電池のでかい容量ので点火した都合上、

2V-1.5V 若しくはその倍数からレオスタット制限抵抗で落とした 1.1（１１１B など電池専用管）

/1.5/2.5/4.5（ドイツ管）/5Ｖが主流でした。電池時代の B 電源用の電池は、12/24/45V それの x2 x3：

90V/135v。 更に 135 の半分の 67.5ｖがアメリカで登場して戦後に引き継がれます。（つづく） 

パピイの台湾話(1)：童謡「里の秋」と「OFF LIMIT」 

20 年ほど前、5 年近く台湾のお臍南投県に住んで居ました。 沖縄より南、きっと常夏の島と期待したのです

が、案に相違して、春夏秋冬があるのに驚かされました。 古諺に「馬には乗って見よ、人には添って見よ」と

言うのがありましてはたと納得ですが、「島には住んで見よ」を付け加えたいと思いました。 田舎こそその土

地の文化を伝えます。 「フランスに住んでいました 6 年」と言うと殆どの人が「うわあパリに 6 年もですか」

という。 パリに 6 年も住んだら確かにおかしくなる。 パリは確かにいいところです、但しフランス人が居な

ければ、です。 台北は確かにいいところです、但し、バイクとスクーターがむやみやたら居なければです。 

台湾に 16 の県がありますが、1 つの県を除く 15 県が、皆海岸線をもっています。 南投県だけが海岸線をも

ちません。 日本に海岸線をもたない県は何県あるのか答えられますか。 正解できないのは一寸恥ずかしいで

すね、地図をしっかり頭に入れましょう。 南投県は先年大地震で、逆断層の山が大変だった県です。 

地球上に現れている断層差で 大はフランスのグルノーブル地溝帯の 2000m 以上ですが、台湾には逆断層で

800m 弱に達する凄い梨山断層が苗栗県にあります。 このほか台湾には沢山逆断層を見ることが出来ます。 
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大陸プレートの下に入り込む筈の太平洋プレートが、ナーンデか大陸プレートの上に乗り上げるのが逆断層です。 

南投県の南崗工業区も此の 1 つ田中逆断層の東側傾斜地にあり、私が立地を独断と偏見で決めていたので、集集

大地震では震源から僅かに 35Km しか離れていない近さで心配しましたが、幸い田中逆断層は何故か動かず殆

ど被害ナシだったのでした。 ここの工場に建設から工場立ち上げ操業黒字化まで通い 1 年住込み 4 年技術責

任者として勤務しました。 初めから遭遇したのが言葉の問題です。 町では日本語で押し通していれば、困っ

た相手が何処からともなく日本語の分かる爺さんか婆さんを連れてきてくれます、当時戦後 40 年、40 年前ま

では日本語の国だったのですから。 枕が堅くて熟睡できなかった私は、南投に住み込んで 2 日目町の寝具屋に

行って、昔の日本のソバガラ枕がないか聞いたのです。 

店頭の小姐が奥に向かって「おばさん、ジップンナ来了。拝託！」 アレッ？小母さんって言った日本語解るの

か？ いえいえ早まってはなりません。 日本語が台湾語の語彙を補って外来語化して使われているのです。 

小父さん：小母さん：にいちゃん：運ちゃん：など。 で奥から小母さん登場。 日本人て？はい今日は。 何

でしょう。 ソバガラの枕ないかなあ。 台湾ではソバガラの枕はないねえ、ファンタウで作るですから。 黄

色い小さい豆ですよ。 作って上げましょうか、2-3 日掛かりますけど。 おねがいします然し小母さん日本語

正しいねえ。 驚いた。 と言ったら小母さん曰く「戦争に負ける日迄私も帝国臣民だったのよ。 日本の女学

校に通っていたんですから」と。 

そんなところで、地元の人と付き合うには台湾語、仕事の申請関係では役人と北京官話を覚えなくてはなりませ

んでした。 役人の特に偉いさんは皆大陸から来た外省人でしたから台湾語も日本語も通じません。 苦労して

思いついたのが、自動車にカーラジオとカセットレコーダーが付いているので、これで、歌詞カード付きのテー

プを買って、耳から覚えようと言う寸法です。 会社の小姐に誰の歌がいいかと聞いたらトンリーチンがいいだ

ろうと言うので、テープ屋に行ってみてみた。 鄧麗君だというから解らないが歌を聴けばテレサテンじゃない

か、ナーンだ。 こうして暇さえあれば通勤途上も仕事で台中に出るときも車の中はいつも、テレサテンの歌を

テープと一緒に口ずさんでいました。 歌詞カードは亡くすので、テープを買ったら直ぐ 3-4 枚コッピーを取

っておくのです。 これを皆亡くす前に覚えてしまうのです。 今でもいくつかの歌は中国語で歌うことが出来

ます。 日本語の翻案でない「月亮代表我的心」などは忘れがたい歌です。 忘れようとしても忘れられないと

言う意味の中国語は「忘不了（ワンプウリャお)」と短的です。 

ある時、秋だったと思いますが、他人の車を使うことになりテープを積んでないのでラジオを掛けていました。 

リクエスト番組で、テレサテンのリクエストが、、、なんと、童謡「里の秋」ではありませんか。 しかも日本

語でした。 

 「静かな静かな里の秋 お背戸に椎の実の落ちる夜は  ああ母さんとただ二人 栗の実煮てます囲炉裏端」 

 「静かな静かな里の秋 鳴き鳴き夜鴨の渡る夜は    ああ父さんのあの笑顔 栗の実食べては思い出す」 

 「サヨナラサヨナラ椰子の島 お船に揺られて帰られる ああ父さんよご無事でと 今夜も母さんと祈ります」 

皆さんは此の歌の歌詞から、戦後の引き揚げの父さんを待つ母子家庭を想像しやすいのではないでしょうか。 

実はこの時私もそう思って聞いていました。 然し後日、此の私が偶然聞き入っていた放送が台湾で問題となっ

たのでした。 

なんと此の歌は昭和 17 年の秋作られた、勝ちいくさ時代 後の日本の歌で、当時侵略を完了して兵隊である父

が日本へ帰るときの歌であり、全くもって怪しからん歌の放送であると言うモノ、こうして、一切のテレサの歌

から此の「里の秋」は抹消されたのでした。 

そして、ついでと言っては語弊があるのですが、リクエスト番組のオンライン放送がこの場合問題になり、自由

を認めてきた台湾放送にも「OFF LIMIT」が出たことから「自由とその LIMIT」が暫く話題になりました。 

中国語の感覚は、靴を履いて生活、靴を脱ぐのは寝台で寝るときだけの 5 千年の生活から西洋人の生活感覚に共

通です。 男も他人に裸を見せたがりません。 ですから地図の上には海水浴場があっても殆ど閑散としていま

す。 自由の受け止め形は西欧人のそれとほぼ同じです。 他人の自由も尊重するため自ずと他人の領域を侵さ

ない LIMIT を設定します。 これを越えるのが「OFF LIMIT」です。 日本人の日本語の感覚では、OFF LIMIT 

は「立入禁止」的で西欧中華的感覚の「自由枠からのはみ出し」それは人間性的破廉恥行為の一種、乃至は堕落

の始まり感覚なのとは水が空いていて何か放埒な自由に止め度さがない、そんな感じが特に 近の日本社会の自

由のはき違えが目立ち始めたように思います。 子供のやりたい放題がそのまま大人になった人たちの社会。 

焼肉定食でない弱肉強食放埒の社会。 自由にはおのづとリミットがあり、それを越える off limit は他人の自

由の領域に入り込む不逞の行為という、人間として恥ずべき事という常識の欠如でしょう。 
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♪サヨナラサヨナラ椰子の島、お船に揺られて帰られる、日本人はご無事でいいでしょうが、理由もなくいきな

り乗り込んできて、ドンパチ引っかき回し人殺しをして逃げて行かれた椰子の島の人たちの心の傷は、奪われた

自由は、、、。一体どうなるというのでしょう。心すべき事だったのです。 
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パピーニュウス第 41 号（2001 年 12 月 7 日号） 

戦後アマチュア無線史(15)：戦中戦後の真空管概史（一） 

大相撲の内規にちょんまげが結えなくなれば引退、と言うのがあり実際に横綱で髷結えず引退したのに大正の終

わり、栃木山がいます。 その後大相撲は低迷期混迷期に入り 6-7 年もガタガタになります。 昭和 6 年、日

本オープン相撲選手権が開催され、引退後 7 年目の栃木山が、シード出場から並み居る現役横綱大関を次々なぎ

倒して優勝してしまったのでした。 この跡離反していた朝潮らの大阪相撲が、日本相撲協会に、朝潮が横綱に

なるのを条件に復帰します。 横綱男女の川の登場でした。 この頃から、時々相撲の実況中継というか現場か

らの勝敗放送と言った方がいい程度の放送がされたようです。 放送はニュース株式市況の他は長唄常磐津位だ

が 1 年に 1 月 5 月それぞれ 12 日ずつ、24 日で暮らす良い男の時代の後半 3-4 回くらい。 何しろ中継線が

大変だったらしい。 この頃までがラジオは鉱石ラジオか ABC 電池で聞くラジオの時代。 アンテナを屋根よ

り高く上げて。 真空管は S 球型。 

此の年春、日清日露の見返りに獲た日本の南満州鉄道の権益拡大を阻止セントして、平行鉄道や支線を張り始め

た清朝の軍閥一家の張作霖が新設の鉄道橋ごと爆殺される。 日本のスパイによってでしたが関東軍は匪賊によ

るモノと譲らず遂に 9 月 18 日柳条湖の 1 発の銃声を理由に開戦してしまう。 15 年の戦争による日本がボロ

ボロになる末路への第一歩だったのでした。 翌春 1932 年満州帝国建設日本の傀儡国の発生。 陸軍の独走。 

ラジオ聴取登録料は、この年 2 円から 1 円に値下げ、8 月更に 50 銭に値下げで漸く登録者数 100 万人突破。 

更に 2 年後 1934 年に只になる。 此の 1934 年夏ロシアの陸軍が大演習をして、ブラゴベシチェンスク付近

の渡河訓練を装ってか方向音痴してか、満州側に進入。 日本軍が警告も発せず全て実弾で応戦してしまい、ノ

モンハン事件。 日本はこてんぱんにやられる。 日本の飛行機も戦車もブリキの玩具同然全く役立たずだった

らしいのに国民にはそれは知らされず。 この頃から、ラジオに、長唄や、浄瑠璃、株式市況 浪花節などが加

わり、相撲放送も連日実況中継放送となる。 

かなりの田舎まで、電灯配電が行われ、定額燈時代。 エリミネーターラジオのためには電灯のソケットとから

電気を取る、松下幸之助氏の発明、二股ソケットが必需品、売れない筈がない。 国中に薄暗いながらも電燈が

灯るようになって、蓄音機も手回しゼンマイ駆動・メガホンラッパから、モーター駆動・ピックアップ電気真空

管増幅スピーカーへ徐々に普及していったのでした。 これを電気式蓄音機、俗に電蓄と呼びました。 ライン

アップは 227-226-245 や出力 3 極管では更に超 245 などという陽極抵抗 rp が KΩ以下の球も現れます。 

此の球の電極を一個背中合わせにパラに大型 ST 球に挿入した球がかの有名な 2A3 なのです。 

この頃 ST 管型で安定化した 4-5 極管の製造販売の本格化に備えて、多極真空管及び電極に関する特許が出願

されていますが、当時の交通事情郵便事情による先願たるべき外国からの出願が後願となってしまうことがあり、

ジーメンス事件が起こります。 ジーメンスが特許を用意している頃、日本の青年が早稲田の学生を装ってドイ

ツに渡航し、ジーメンス社の研究所の真空管試験所の担当ドクトルに面会、4 極管と 5 極管がドイツではメタル

チューブに作られていると言うが、、、と質疑応答に抱き込み、多極管の構造と保持方法の概要を聞き出し、帰

国の船の中で、ゆっくり特許明細書を作り上げ、帰国そうそう特許局に出願した。 偶然此の船にドイツ語のジ

ーメンスのパテント草稿が郵便で積まれていたようですが、郵便局から日本特許出願代行弁護士事務所に配達さ

れ、翻訳され日本特許の形に作られて、出願されるとどうしても半月ほどの日数は経過し、後願とならざるを得

ないわけ。 こうして何日かの先願特許申請と同じ趣旨として拒絶査定された。 ジーメンスは怒り狂った。 ス

パイ行為である、先願出願者 A は、明らかにジーメンス社の研究者から説明を受けて何月何日の船に乗って帰国、

直ぐ出願して先願を果たしている。 これがスパイでなくて何であるか。 此の係争はこの後 2 年半続くことに

なる。 

戦争が一段落しそうになった時又 1 発の銃声が 1937 年 7 月華北濾溝橋に起こり、政府の不拡大方針に逆らっ

て陸軍は進撃、戦火拡大。 この頃から S 球は在庫品のみ、生産は ST 管の格好良い真空管になる。 局型 111

から 123 型まで、ラジオの顔が決まる、ナミヨン更に 3 ペンの登場。 ナミヨンは、ごく並の安い球 4 つで出

来ているラジオの意。 一般には 227-226-112A-112B か、ST 管なら 27A-26B-12A-12F の再生検波

式ラジオでした。 少し遅れて登場の 3 ペン式は、同じ再生式ですが、3 極管でなく、4-5 極管特に 5 極出力

管使用のラジオでした。 3 球で、ペントード（5 極管)を使ったラジオという意味で 3 ペン。 始め、

224-239-112B など、ついで 235-247-112B：ST 管になって、24B-47B-12F 更に 57-47B-12F な

ど。 

更に戦線は拡大し中国を縦断しメチャクチャデゴザリマスル状態。 横山エンタツ・花菱アチャコも戦線へ送る

夕べのラジオ番組に登場する。 ラジオが戦争をあおる。 歪められた日本歴史の、皇紀 2600 年で、1940

年は大騒ぎだった、ラジオがである。 ラジオなかりせば、2600 年も戦争も国民はもう少し冷静になれたので
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はないだろうか。 ♪電波は踊る勝鬨に、」という歌があったが、国民がラジオによって電波に踊らされて付和

雷同した。 2 月 10 日、式典の前日、津田左右吉著「古事記と日本書紀」発禁。 だから正しい皇紀 2600

年を祝おうとラジオは叫んだのだ。 2600 年の式典歌を覚えさせられたが、タバコの値上げの替え歌しか覚え

ていない。 

 ♪金し上がって 15 銭 栄えある光 30 銭、翼を広げた鳳翼は 

  騰がりに騰がって 50 銭 ああ 1 億の民は哭く。 

 （多分：♪金糸輝く日本の 栄えある光身に受けて 

  今こそ祝え 此のあした 紀元は 2600 年 

  ああ一億の胸は鳴る。」だったと思う） 

式典が済んで新年度を迎える頃から、1 億総動員態勢への動きが見え始め大政翼賛なる言葉がラジオの用語に頻

繁にでるようになった。 然しアメリカの経済封鎖は始まっていたが、鉄鋼石油、自動車、真空管の輸入は細々

とつづいていた。 RCA 命名法の 2A7/2B7/2A3（後の 6D6/6C6 なども此の命名法)の ST 管の登場。 こ

れより先此の年春、日独伊３国協定が締結され、ドイツと日本は盟邦となる。 上述のジーメンスの特許係争は

未だ片が付いていない。 全体主義指向国威発揚の日本としては先願は捨てられないし、国粋主義者が後押しす

る。 真空管業者も。 真空管分野に色目を使う日立まで後押し。 とうとう陸軍大臣が逓信大臣を叱りつけた。 

盟邦ドイツをなんと心得るか。 即刻示談しろ、と。 後１年掛かって、後１年以内に特許封鎖があるだろうと

言うところで、２件とも公告に至っている。 （但し戦後、連合国権限でドイツの賠償として戦中ドイツ技術が

PB レポート及びその付随物としてドイツの戦中出願特許も剥奪されたがそれまでの間）1941 年 6 月、アメリ

カの経済制裁 後通告によって、それまで続いていた東芝マツダマークによる GE/RCA の真空管のライセンス

生産も停止された。 7 月出荷分までで全ての日本及び日本領土向け輸出品の全面船積み禁止であった。 これ

で、日本は孤立し狂気じみた世界を相手の全面戦争へ決意したわけ。 残り少ないパチンコ球を賭けて、軍艦マ

ーチに乗せられて、メクラめっぽうパチンコ球はじくあの心境と選ぶところがあったろうか。 軍艦マーチを町

に轟かせたラジオ屋のアンプも学校の朝礼や教室にもアンプとスピーカーが普及したが、、大型 ST かん UX50

の B 級パラプッシュプルのアンプだったと思う。 

1941 年 12 月 8 日世界を向こうに回した戦争に。 私設無線電信電話実験局も、海外放送聴取登録者も、此

の 2 日間に官憲の立入封止により息の根を止められた。 拡大した戦争は初めは勝った勝ったも、僅々半年

1942 年初頭まで。 直ぐに息が切れ始めた 4 月、マーチン B-26 中型機を空母に積んで、ドウリットル中佐

率いる 36 機の日本本土空襲があった。 東京、横浜、焼津、浜松、豊橋、名古屋、四日市、大阪神戸、相生、

因島、三原、北九州、と通り過ぎながら列島縦断全機投弾して、機銃掃射も撃ち尽くして、長崎沖に不時着、潜

水艦が乗員救助して去った。 邀撃は全く間に合わなかったし、第一、空襲警報のサイレンが鳴った頃は、敵機

が縦列に並んで、機関銃の短連射で脅かして通り過ぎた後だったのだ。 軍も政府も慌てた。何たる情報伝達警

報手間の掛かる組織である事よと。 第一気持ちが引き締まっておらん。開戦後直ぐの国民総動員令に引き続き、

色々な戦時体制令、治安維持法再々強化、警報情報機構組織単一化、政党完全解散大政翼賛会強化、更に、今で

も有名な敵性語廃止使用禁止措置。 （野球も全部日本語でやる）等々泥縄政策目白押し。 

1942 年 10 月 1 日、機構簡素化・単一組織化のモデルケース、いや敵性語廃止でなんて言ったっけヵ、兎に

角東京都が発足。 35 区 5 郡はそのままいずれ計 20 の行政区に統廃合予定されたが、、、未だに掛け声のマ

マ。 （戦後 35->22 区に、直ぐ練馬区が出来 23 区。ここでストップしたまま）それと時を同じくして 1942

年秋日本真空管工業会が、新しい日本独自の真空管命名法を決定実施。 6WC5 や、6ZP1,6ZDH3 などの名

付け親です。 戦後のモノとお思いの方が多いが、此の敵性語廃止に伴う国粋主義の所産です。誤解しないで下

さい。 日本独自のモノで外国では全く通用しません。 

 頭の数字、四捨五入のヒーター又はフィラメント電圧。2/3/5/6/8/9/12 等 

 第 2 字：記号で、ベース型 4４本足から；X/Y/Z/W/G：7 ピン=M；9 ピン＝R 

 第 3 字：記号で、真空管機能を表示：A＝低増幅率出力;B=ビーム出力； 

 C=周波数混合；Ｄ＝２極検波；E=同調指示；H=高増幅率 3 極；K=整流；L＝ 低増幅 3 極； 

 P=5 極出力；R=定ミュー増幅；T=サイラトロン；V=可変増幅など。 

 第 4 字開発順数字 

 第 5 以下必要あれば末尾記号で改造又は専用途を示す。 

これで、6WC5 や 6ZDH3A や 6ZP1 のお里が知れますね。 2A3 などは 2XA3 だったりして。 uy47B

は戦後傍熱管化して 3YP1 と呼ばれました。 此の命名法の踏襲です。 此の直後、戦時統制令法下でラジオ

「モトイ」放送受信機の規格統一が図られ 1942 年 12 月に、国民型放送受信機規格が定められました。 

  国民型 1 号（省金属資源型） 12YV1-12YR1-12ZP1-24ZK2 
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   ” 2 号   6ZV6-6ZR6-6ZP1-5XK1 

   ” 3 号   3YR1-3YP1-5XK1 

   ” 4 号（傷病兵慰問用） UZ6D6-UZ6C6-UZ42（高級拡声器）-KX80 

       （音盤再生用端子付） 

1、2 号は 1-V-1 再生検波、マグネチックスピーカーで、1 号はトランスレス管が特徴。 2 号は何のことは

ない、6D6-6C6-6ZP1-12F の新命名法による読み替え。 3 号は局型 123 号の踏襲による 3 ペン再生検波

受信機。 4 号はレコードプレーヤーと組み合わせて電蓄にしても良い、外国部品の在庫も軍病院用なら使って

良い余地。 軍の我田引水笑えてしまう。 何が敵性語だ！敵性ラジオじゃないか。 

その軍用真空管はアメリカ英国で開発されドイツもどうにか作ったが日本の当時の工業力の粋を集めても作れ

なかったメタル製真空管の代用をどうするかだった。 ドイツは模倣の 初、真空封止部分にガラスを使ってい

た。 米英のは 初から金属板でのプレス封止。 日本の当時の薄板では第一深絞りさえ出来ないのだ。 まし

てプレスで高真空を封止出来る技術は夢の又夢だったのです。 ドイツ法も模倣できず各真空管メーカーの技両

任せの観があった。 真空管のベースとソケットが合って、結線が合っていれば形は多少どうでも働くという逃

げはあったから。 更に日本軍の通信機の取り扱いと米軍のそれは又大いに違っていたし。 米軍は既に野山を

ジープでデコデコガタンピシャンとはね回るに対し日本軍の地一号受信機は全備重量 100Kg と言われ、コイル

セットとアンテナを背に 2 人で受信機を、更に 2 人で電池と充電器を更に 2 人で発電機と燃料を運んだらしい。 

馬 3 頭と換馬 2 頭が正式運搬仕様だったとも言う。 受信機だけで。 送信機は発電機が車付きで、馬が引く

ことに決まっていたようです。 これでは米軍にメタル管が必要でも、日本軍には要ったかどうだか。((続く)) 

戦後のアマチュア無線史(16)：戦中戦後の真空管概史（二） 

大和魂で戦争しようと言う精神論も大きく作用して、ない資源となけなしの材料を使って出来る真空管が作られ

ることになっていました。 夢は矢っ張りメタルチューブだったのでしょう。 それに、ST の大型管の輸入物

の中には、6L6 だけでなく幾種類かの G 管と云って ST 管の管球ににオクタルベースの付いた球も現れていま

した。 オクタルベースとはメタル管の足で、真ん中にキー溝付きの丸棒のある 8 本足、後に GT のベースの標

準。 これが ST 型の肩付きガラス管に付いた球を G 管と云った。 6L6G など、大型の出力管や整流管など、

足の数が 3 本や 4 本ではヌケ上がりやすい為、オクタルにしたモノと思われる。 メタルチューブの足はこれ

でした。 暗闇でも向きを間違わない、ヌケ上がりにくい。 軍用向きに違いない。 

日本で先ずメタル管の真似型軍用管としては、少し gm の高い感度の良い球が必要だったらしい。 住友真空管

では、ST 管トップグリッドの UZ７8 と同じ大きさで、gm6500-8000 マイクロ mho の球を試作して

MC658A と名付けている。 MC は相互コンダクタンスの略だろう。 6.5-8 ミリ mho を記号に特に使った

モノ臭い。  A はアバウトか？ 

メタル管の 6AC7 とほぼ同等の gm。 こうして他社も交えて、オクタルベースで、メタル管のように寸胴の

ガラス球に此の手の電極を挿入、金属管の真似した、ドーム頭のトタンの薄い板で覆った球が作られた。 苦肉

の日本式。外見金属板球。RH2,RH4，RH6、RH8；などである。 数字はそれぞれ gm をミリムホーで示し

たつもりのようだが、RH2 は良いとして後は 4 も 6 も 8 も大して変わらず、戦後測ってみた処では、3.5-5.5

の範囲で見事にどれも万偏無くばらついていた。 MC658A はよく管理されて作られたのか 6-8 の間を実現

していたのだが。 オウデイオ用の出力管は、此のトタン板の外皮を被らない、いわば戦後の GT 管に似たガラ

スの寸胴の管にオクタルベースを履いていた。 PH1 と PH2 があり、PH1 が 5 極管で PH2 がビーム管だっ

たと思う、さしずめ、6F6GT と 6V6GT みたいなモノ。 

このほか、ドイツの潜水艦用の抜き差し用の取っての付いた球の日本コピーで、足が横腹から、水平放射状にで

た飯蛸のバケモノのような形だった。 RE-3 と RC-4 で、前者が発振用の 3 極管、後者が 5 極増幅管だった。 

送信管も、東芝のライセンス生産が封鎖されてからは、各社の思い思いの設計生産だったようです。 住友のス

テアタイトベースの 807 によく似た電極のビーム管とか、ハム再開に当たっては結構活躍しました。 このほ

か、RCA 系の 6D6；6C6 などの呼称が使えなくなって、住友は、CZ-106 シリーズを作ったようです。 理

研真空管は、6.3V 海軍錨印は、UY76；UZ77；UZ78；でした、2.5V シリーズでの UY56;UZ57;UZ58

に対応して H 電圧が変わっているだけです。 軍艦レーダー用などに東芝は、RCA の 955/954/956 超短波

用のエーコン管をライセンス生産していましたが、マツダ UN955/UN954/UN956 とベースナシ記号 UN が

付いていました。 これはライセンス封鎖前に在庫を持ったようでした。 

戦争が激しくなって、飛行機の損耗が激しくなり、空襲で工場や倉庫も破壊され、補充用の真空管に事欠くよう

になり、僅かに残った製造設備で、作るために、万能機能真空管が作れないかと云うことになり東芝他に軍命令

が出て、作られた苦肉の万能管が、FM2A05A と、東芝 ソラ でした。 ソラの発明者は，♪山よ岩よ吾等

が宿り、、、や南極越冬隊長をやってのけた西堀栄三郎氏ですがソラが当時「ソラソラオシャカ」と新品でも灯
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がともらない薄暗いヒーターだったので不評だったことを知って居られ「耳で聞けば働いているのに差し替えに

際し明るいところで見るからいけない、あの球は、4.5V 以上 12.6ｖまで、電圧が変わってもヱミッションが

出て、且つ絶対にヒーターが切れてはいけないと云う軍の要請項目を満たしたので 5-6.3 ボルトではヒーター

が薄暗くて明るいところでは点いていないようにしか見えないのですよ」と笑って居られました。 此の球は、

管内シールド板も省略勿論外皮トタン板無しガラス管内壁制電塗装のほぼ GT 管、ただ頭ドームが GT 管よりつ

んぼりまるい形、東芝のマーク色の金灰色の角が取れた四角の中に「ソラ」とカナ文字でした。 

此の意味では GT 管型というのは、日本のメタル管指向代用品時代の所産なのかも知れないですね。 ソケット

と足が違うじゃないか？ 代用品時代の日本にはモノがなくても知恵がありました。 ソケットに合う二重ソケ

ットが別売されていました。 戦後は変換ソケットと呼ばれ、結構再利用されました。 4.5V 以下の 2.5V 球

も飛行機用にあったようで、飛行機用の飛び何号と言う無線機の銘板記号が FM、それの 2.5V 以下を示すのが

2A；アンペアが 0.5A 程度と言う万能管が FM2A05A と言うひょろ長い ST 管型 世にも不思議な真空管でし

た。 足は 2 種あったように記憶します。 真空管だけでもこんな苦労をして戦争していたのですから。 他は

推して知るべし。 イロハがるたにさえあるじゃありませんか、負けるが勝ち。 止めておこう戦争。（続く） 
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パピーニュウス第 42 号（2001 年 12 月 15 日号） 

戦後アマチュア無線史(17)：戦中戦後の真空管概史(三) 

真空管の話だけに 60 年近くも経過するとボケるのかも。 しっかりご指摘を蒙った。 訂正しお詫びします。 

飛何号無線機も敗戦間近、確か飛六号になると、僚機と組んで飛んでいるとき、例えば戦爆連合で、爆撃機や隊

長機は基地と通信できる型を積んでいるが、戦闘機は直ぐそばの飛行機と交信できる程度のモノで佳いではない

かと云うことになり、1 球式のオートダイン受信機ををかなり強く再生発振した状態で、受送信した型があった

らしい。 球は Ut6F7 だったようです。スーパーヘテロダインに使う、周波数変換混合用の七極管 6A7 の不

安定さを補うために足接続はそのままに差し替え可能な、3極5極複合管で、2組の電極が背中合わせに入って、

トップグリッドは 5 極部のグリッドでした。 

FM2A05A には、純正 6F7G とも言うべき東芝ソラ型で、トップグリッド感慨に打ち抜き丸アナが沢山あるア

ルミシールドの付いた球と、前項に記述したひょろ長い ST のトップグリッド型と 2 バージョンがあったように

思います。 3 極部と 5 極部が縦に 2 階建てに造る工場もあったのだと思います。 戦争末期には、私の学徒

動員された工場でも、機銃掃射と小型爆弾の 1 回の空襲で、みんな壊れてしまったように見えても、動くモータ

ーを外してきてこっちの減速機に繋ぎ、此の動く機械部分を集めて 3 台を 1 台にする 4 台を 1 台に作り替える

とうとうすることで、1/3 - 1/4 の台数の機械が使えるのです。 然し 2 回空襲を受けるとその 2 乗、100

台のうち 7 - 8 台の機械しか使えないところまでしか回復できず、機能が麻痺してしまいました。 毎晩 2 - 3

時間の仮眠だけで、機械をばらして運んで、補修部品を加工して突貫工事で総員掛かりで組み上げて 5 - 6 日で

です。 見かけは全くやられてなくても肝心の所にたった 1 発の 12.7 ミリ機銃弾がめり込んでいてどうにもバ

ラシも出来ないモノもあり逆に油が燃えだして焼けただれてこれは駄目だろうが兎に角ばらして洗って磨いて

みようやと消し炭をヤスリ代わりに使って磨き上げて組み直してマジ動いたときは感激したり。 戦争の痛手の

運不運は量り知れません。 此のツンボリ FM2A05A もひょっとするとそんな工場で作られたのかも。 

カラスカアーで夜が明けたように戦争に負けて灯火管制がなくなって、薄暗い電灯ながら、街の家々に明かりが

ついたり灯ったり。 然し直ぐ停電、又停電。 朝早くは電圧元気、日が高くなると電圧は低下し、日が暮れる

と電灯もポカポカ暗くなる。 ナミヨンや 3 ペンラジオは再生バリコンを回して、「ピーと泣かすな子供とラジ

オ」の戦時標語を守って、発振してピーと泣く寸前まで上げて蚊の鳴くような音。 なのに朝早くのラジオ体操

はピーギャー近所のラジオの再生発振を貰うほど電灯線電圧変動は大きく、又再生ラジオの調子は電圧変動に連

れてしょっちゅういじり回さねばなりませんでした。 

戦前からスーパーヘテロダイン受信機がなかったわけでわありません。 スーパーへテロだけでなく 3 極管時代

から、インフラダインもスーパーヘテロダイン受信機もありました。 戦後はスーパーへテロだけになってしま

ったからスーパースーパーになってしまいましたが、FM の受信機では 近でもインフラダインになっているモ

ノもあったのです。 局部発信周波数が受信周波数より中間周波数分高いのが上側ヘテロつまりスーパーへテロ、

受信周波数より局部発信周波数を中間周波数分低く取れば内側つまりインフラ。 各ダイン受信機。 同じ周波

数でのがオートダイン。 再生検波受信回路もこれらもみんなみんな、LC 同調回路を見つけたアームストロン

グ教授の業績。 閑話休題。 

戦後直ぐの東京の真空管ラジオ部品のメッカは、秋葉原ではない。 あそこは焼けハッ原だったから。 駿河台

下、小川町、淡路町、須田町そして神田駅まで。 ここらが焼けて居らず、但し、淡路守様屋敷には 1 トン爆弾

が落ち粉砕され、直径 30m 深さ 6-7m の擂り鉢型の大穴が空いていたが、これ以外は不思議に燃えていなかっ

た。 此の電車通りの南側歩道にリヤカーや戸板を敷いて、ラジオ部品や真空管をパラパラと並べて売る露天市

が並び、淡路町付近に店構えが両側に 2-3 軒、須田町神田だ間には真空管主体の店が何軒かあった。 地下鉄

は銀座線が昭和の初めから開通していて、須田町と末広町の間に万世橋駅があったが爆撃で水が入り、戦後廃駅

して路線復旧したが、須田町駅は営業しており、神田駅から地下東側に歩廊があって須田町駅まで歩くことが出

来たが、須田町駅に近い地下にジャンク屋が 2 軒あった。 1 軒には真空管があった。 省線万世橋駅は戦中昭

和 17 年に廃業したが、その後爆弾攻撃で半壊した。 そのガード脇に日米ラジオというジャンク屋がありガー

ド脇から万世橋南詰めまでびっしり、針金磁気録音機の今の洗濯機か冷蔵庫ほどもあるがらくたが山積みされて

いました。 ワイヤーのワッパの束は松住み町のガード脇にガードの高さまで山脈が出来ていました。 テープ

レコーダーが出来て、横浜 C 級戦争裁判は続いていましたが、それまでのワイヤーレコーダーはイランワイヤ

ー！とばかり投げ出されていました。 

此の神田露天市場に出ていた真空管は、出所から云えば、日本軍、米軍、隠退蔵物資、米軍持ちだし。 新品、

中古、入り交じり、S/ST/MT、軍用管、がみんなそれぞれの装いで。 それぞれの思いを込めて。 それなり

の値段で。 と言っても 1 本 100 円以下のモノはなかった。 省線初乗り 10 円。 都電 10 円の時代に。 未

だ公衆電話は復活していなかった。 神田鍛冶町鍛冶橋の川が堰き止められて、暗渠になった頃から、真空管の
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戦後生産品の販売が各社出揃ってきて、華やかになったと思う。 戦前のブランドも幾つか復活。 BESTO：

RODIN(ロダンと読む)TVC：マツダ：そして改名組、住友真空管が NEC マークの日本電気に、川西真空管が、

TEN マークの神戸工業に、理研真空管が財閥解体で、日立が買い取り、日立は戦前からの真空管工業へ参入の

の宿願を果たした。 戦後の生産開始当時は未だ ST 管の全盛でした。 神田で作られた偽造マツダマーク品い

わゆる「かんマツ」も次第に姿を消しました。 

敵性語廃止敵性真空管記号廃止日本式も、和洋混淆に成り下がりました。 トランスレス用の

12YV1/12YR1/24ZK2/12/6ZP1 等は残りましたが 6D6/6C6/は復活しました。 トランスレス管もマ

ジなバラストチューブ B-36/B-42 等の復活で、チャンと使えるようになりました。 12v 管 3 本+24V 管で

合計電圧は 60 ボルト、電灯線が 100V なら差は 40V、これを純抵抗で入れると、真空管フィラメントに突入

電流がメッチャ流れて、点火はメッチャ早いのですが寿命はメッチャ短くなる。 純鉄は、高温で赤くなる温度

では水素を吸着して、金属水素として捉えて抵抗値が上がる、逆にフィラメントは赤くなると抵抗値は下がる、

此の原理を利用して純鉄抵抗線でバルブの中に抵抗を入れ一旦高真空にして、水素を必要量充填して封じた球を

バラストチューブと称しトランスレス管とシリース結線して使用しました。 戦時中は純鉄も水素も、軍需品で、

民間の取扱禁止品目でした。 水素は風船爆弾に必須なモノでしたから。 

戦中の 1942 年末に、決めた国民型 1,2,3,4 号はこうして戦後になって漸く真空管と部品をえてラジオとして

の体を現したと言って良いでしょう。 ナナオラ、クラリオン他戦前からのラジオメーカーの他にも戦時合板キ

ャビネットで横長セルロイドダイヤル式のラジオで参入したメーカーもかなりありました。 全て ST 管

で,2.5V 管シリーズでは UZ58-UZ57-UY47B-KX12F：6.3V 管では UZ6D6-UZ6C6-6ZP1-KX12F：

4 号では 6ZP1 の代わりに UZ42 そして整流管が KX80 でした。 国民型の他にヴィクターなどは、中間周

波 463Kc/s のスーパーヘテロダインを高級ラジオ：オールウエーブ：高級電蓄用に売っていました。 球で云

うなら、2.5V シリーズなら 2A7-58-2B7-56-2A5-KX80：6.3V シリーズなら

6A7-6D6-6B7-76-6A5-kx80：専用電蓄では、2B7-56-56-2A3 などがありました。 5 球スーパーが

雨後の竹の子と現れる 5 年ほど前の話です。 1949 年にでしたか 50 年かに、世界的にラジオの中間周波数

は 455Kc/s に統一しよう。 （それまでは 163Kc/s、183Kc/s、463Kc/s など：メーカー：受信範囲等

によってまちまちでした）と決まり以来 50 年以上 450-455Kc/s が守られています。（続く） 

戦後のアマチュア無線史(18)：戦中戦後の真空管概史（四） 

昔、戦争は発明の母と申しまして、真空管も例外でなく戦争の必要からいろいろ工夫発明改良が、新しい真空管

を産みました。 日本のは苦肉の代用品が殆どでしたが。 1935 年頃から、列国の間で電波探知技術が発展し、

超短波が適するとされ、超短波の研究に必要な真空管が模索されました。 波長が短いことから真空管電極を小

さくするのは無論ですが、電極からの引出線や脚とベースを何とかしなければならず、ガラス壁から直接脚を出

す技術が研究されました。 当時のガラス素材と加工技術を持ってしてはなかなか実現困難でしたが、ガラス組

成と、引出部の合金と加工温度と方法を組合せて遂に実現し 955 というドングリほどの 3 極真空管が作られ始

めました。 東芝がノウハウを買って国産化を目論み UN955 と称しましたが、残念ながら、此のガラス脚プ

レス接合部分の加工が今一で、不良率が高く、実用寿命が延びず、ガラス技術の難しさをたっぷり味わったよう

です。 此の技術はエーコン管のみでなく、引き続く、GT 管や、ミニチュア管の脚の技術に必須のボタンステ

ムと云う脚の一つのシステムとなりました。 その前に戦争末期、日本の神風特攻隊に係わって悲しい兵器の登

場に大きく係わっていました。 

特攻攻撃で敵艦に与えた損傷は余程の運が働かねば大したモノではなかったようですが、同じ若者が命がけで突

っ込んできて死んで行く光景が若いアメリカ人に与える心理ショックは量り知れず、ベトナム戦ほどではなかっ

たにしろ精神耗弱を起こしたりドラッグに走るモノが相次ぎ始めたのです。 自艦に激突するよりもずっと手前

で打ち落とした方が此のショックをかなり軽減できる、その為に高射砲弾にレーダー式の近接信管その名も「VT

信管」付の砲弾が開発され、当たらなくても飛行機に当たったレーダー反射波が 大に近付くと爆発する信管で

した。 小型にする必要があり、量産されたのは、レイセオン社などが作った CK 管日本ではサブミニチュア管

と呼びました。 脚無しの細いミニチュア管を水平に置いて引出ステムごと扁平に潰したような形で、引出線は

直接結線したようです。 CK に続く 4 桁又は 5 桁の数字番号で、品種を区別できたようでした。 戦後補聴器

の直流増幅管などに再利用されました。 実は特攻隊対策の球だったのでした。 

上述のガラスのプレス融着によるボタンステムは、メタル管を平和目的管としての GT 管化に大きく貢献し、又

ミニチュア管の開発量産化に大きく貢献しました。 このほか超短波用の小型送信管の脚の処理に此の技法が援

用されました。 832A や 829Betc)ミニチュア管は、戦中から先ず電池管として、通信機の小型化、例えば

硫黄島作戦から使われた、有名なウオーキートーキーBC611 等に使われて活躍したようでした。 戦後は占領

軍が乗り回すジープのカーラジオ、東京の駐留軍向け放送は WVTR とアメリカのコールサインを使っていまし

た。 駐留でなく占領だったのです。 
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1.5V 直熱管、4 球スパーヘテロダイン。 1R5-1L4-1S5-3S4 等でした。 後に手持ちのポータブルラジオ

では 1L4 が 1T4 に代わりましたが。 巷では、インフレに次ぐインフレ、闇市場へ行けば何でもあるが、先

立つモノがない町方の庶民は、着物を洗い張りして、綺麗にして、背負って、満員の汽車にへばりついて沿線の

田舎農家を廻って、着物と交換に僅かばかりの米麦イモなど腹の足しになりそうなモノと物々交換に行ったモノ

だ。 これを買い出し、買い出し列車、着ているモノをドンドン脱いで行く生活をタケノコ生活と自嘲した。 米

穀通帳と書いた通帳が配給の頼りで、行政から配られていたが、米穀は拝みたくても配給されたことはなく、イ

モ柄、随喜、カボチャならおやラッキー、イモなら御の字、粟ヒエ、コウリャンは、1 升瓶に入れて棒きれでト

ントンついて、脱穀精穀をしなければならなかったのです。 1 升をつくのに半日はかかる、電気が来ていれば

つまらないニュースでも聞きながら、ナンとかコウリャンの殻と実をつき分ける。 ラジオが鳴っていないと半

日は未だか未だかだった。 マッカーサーは官営単一放送を全体主義復活の芽として恐れていた。 第一アメリ

カにはないモノ。 放送システムをどうするかを FCC（連邦通信委)に相当する電波審議委員会に諮問したが、

NHK を解体という答えは遂に得られなかった。 イギリス並に天皇制を残した以上イギリス並に,NHK で良い

という意見まである議事録抄録を見てマッカーサーは怒り、GHQ 命令で直ちに民間放送の設立基準を定め、免

許申請を受け付けることにした。 彼の日本嫌いはここで頂点に達し、日本にデモクラシーは決して根着かない

とまで言わしめた。 これで 1951 年日本にも民間放送が実現したが、50 年経過した今デモクラシーが根着い

たかどうかは極めて疑わしい。 

民間放送が始まると放送電波が錯綜して混信だらけになるとラジオ屋とメーカーが宣伝し捲って、ナミヨンや 3

ペンは買換え、国民型は頭にスパーヘッドを付けて当面凌ぎましょう、将来は 5 球スーパーにしましょうキャン

ペーン。 ここで一挙に登場したのが今も讃えられる名管 6WC5 でした。 スーパーヘテロ受信に欠かせない

周波数変換管。 Ut6A7；2A7 等が、従来此の目的に使われたのですが、局部発信を別の球でやり周波数混合

するか、Ut6F7 に差し替えるかしたモノの、発振注入電圧の調整が難しく、スーパーが今一はやらなかったん

でした。 それが 6WC5 はどんな電極設計になっているか知らないが、１球で 5 グリッド管に係わらず、局部

発振電圧も常に注入に適当で、安定な周波数変換をやってのける世界で始めての球だったと思います。 マッカ

ーサーの日本嫌いが民放の種を撒き、此の球 6WC5 が日本の民間放送の開始に当たってデビューしたことが、

5 球スーパーの普及、民間放送の発展の縁の下の力持ちだったといえるでしょう。 

5 球スーパーの ST 管による定番ラインナップは、6WC5-6D6-6ZDH3-6ZP1(又は、UZ42)-KX12F(又は

KX80)でした。 数年後に、6ZDH3 のトップグリッドが取れて、6ZDH3A と A がつきました。 双 2 極 3

極管だったのが、双二極を管内結線にして、3 極管のグリッドをトップから脚に移したのでした。 この辺りで

JA コールが日本人のハムの呼出符号となり、いくつかの 6 球-9 球通信型受信機が、ST 管で作られ販売されま

したが、日本の真空管工業でもボタンステムが難なく作れる時代が来て、かっこいい GT 管、やがて直ぐミニチ

ュア管が市場に溢れるようになるのでした。（続く） 

戦後のアマチュア無線史(19)：戦中戦後の真空管概史（五） 

戦後米軍ジャンク品(略してアメジャン)の真空管は、初めのうちはメタル管と G 管で、希にエーコン管 ST 管が

ある程度で、GT 管やミニチュア管は朝鮮事変が始まってからのジャンクで、それも GT よりはロクタル管が混

じっていました。 

メタル管のはしりは寧ろ英国の軍用に開発が始まったモノだったのですが、直ぐアメリカが模倣し成功しました。 

ドイツも情報を得て、真似したようですが、上手く行かなかったようです。 アメリカの開発品も、初めのタイ

プは、高周波用の球は、ST 管の潜入見で、US ベースですがトップグリッドのメタル管でした。 1940 年頃

までの 6K8：6K7：6J7：6Q7 等のシリーズです。 トップグリッドと云っても ST 管のそれとは 2 周り細

く、長さも一寸短いモノでした。 ここが弱点だったようで、そのころ改良型になりました。トップグリッド管

を無くし全極脚に抜きました。 6S メタルシリーズです。 6SA7：6Sk7：6SJ7：6SQ7：がトップグリ

ッドの取れたメタル管で上記のメタル管に対応する新型でした。 普通受信機用のみでなく、hi-gm 管の

6AC7：6AG7：6AB7：中-gm の 6SH7：6SS7：５極出力管では、6F6、高出力ビーム管では 6L6、普通

ビーム管では 6V6 が有名でした。 これらは日本では戦後 1955 年以降ガラス球 GT 管として全部お尻に-GT

が付いて作られました。 技術レベルの差が、タイプの差と活躍時期の遅れを生じたわけです。 

但しこの時期の差で、タイミング良く進化した真空管もありました。 トップグリッド付のメタル管が 6S メタ

ル管になったときは勿論進化のチャンスだったことは云うまでもありませんが6SA7メタル管も決して6A7を

メタル管化したモノでなくかなり安定な周波数混合管／変換管として働く進化した球でしたが、メタル管から

GT 管化するに際して、外皮がメタル殻であるのとガラス球では、問題が違うことに絡んでチョイマチーが有っ

たのです。 
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5 極管誕生の処で一寸述べたように、熱陰極カソード等で発生した熱電子はスクリーングリッドで加速されて陽

極に激突陽極電流を流すのですが激突により多くの 2 次電子を放射してしまう。 これが電極内へ戻るのは 5

極目のサプレッサーグリッドで捉えるのですが、陽極を突き抜けあるいは屈折して通り抜けて電極外側へ出るモ

ノもあり、このため、原理的にこれを無効化出来るメタル管が考案されたほどなのですが、ガラス内壁に衝突し

て、静電気を生じさせ足り、無効電流のモトになったりすることを防ぐため、5 極管ではガラス内壁に制電グラ

ファイト塗装をしたり、陽極の外に管内シールドを設けたりして有りました。 メタル管の細さに比べ同じ記号

の GT 管が結構径が太く作られたのは此の管内シールドが必要だったが為です。 メタル管の 6SA7 では安定

だった電極が GT 管にしてみると存外トラブる。 いろいろやってみるが良い解決法がない、ガラス管で超安定

なのは 6WC5。 ジャーと言うことで 6SA7-GT はナンのことはない 6WC5 の電極に管内シールドを付けた

モノになりました。 看板に偽りアリですが。 名管は名管なのでした。 

ミニチュア管の 6BE6 は初めから 6WC5 の電極設計を頭に置いて設計されたと云う事です。 6S メタル管シ

リーズと GT 管化の間にもチョイとした苦労はあったのです。 丁度、これら、ST 管から GT 管への時機が前

章で述べたトリオの通信型受信機で云うと 9R4 から 9R42 への頃、そして 5 球スーパー6 球スーパー全盛で、

それらもミニチュア管化されて 6SA7GT-6SK7GT-6SQ7GT-6V6GT-6CA4GT から

6BE6-6BD6-6AV6-6AR5-5MK9 になり更にそれらにマジックアイ 6E5 同調指示管が付いたりした時機

でした。 黒白 TV が殆ど GT 管時代に始まり、ミニチュア管にになる頃カラーTV の普及が始まり、シャーシ

ーの小型化のニーズから、複合管がやたら作られ、又ヒーターの複数直列点火等々で、ミニチュア管の種類は際

限なく、増え続けました。 GT が受け持っていた高圧発生もコンパクトロン管が作られ、これらがアマチュア

無線機に応用される時代が来るのですがそれは「もう戦後ではない」と言われた随分と後の世のことでした。 

（此の項終） 
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パピーニュウス第 43 号（2002 年 2 月 28 日号） 

戦後アマチュア無線史(20)：予備免許／試験電波 

電波管理／審議委員会とアメリカのFCC(連邦通信委)を真似てGHQが電波行政を委員会形式に育てようとした

にもかかわらず、官僚主義政治しか体験したことのない政治家にも官僚にもナンのことか分かりはしなかった。 

アマチュア無線局も一寸の虫にも 5 分の魂、無線局の端くれだろう、スパイ電波横行時代に、緩めることまかり

ならぬ、だっただろう。 一般の無線局並の手続がそのまま課せられた。 なんと言っても笑えたのは、無線局

免許申請に当たって、オペレーターは誰がやるか「無線従事者選任届」というのを出す必要があったのです。 7

メガ弁では「アマチュア無線局長」なる方言があるようですが、1959 年法の現在では、アマチュア無線局では

なくなりアマチュア局、無線局長の試験を受けた人は一人もいない筈で、みんな平等の無線技士の筈です。 委

員会形式法の昔こそ、局長が、従事者つまりオペレーターを選任していたわけでしょうが、電波を発射している

のは選任されたオペレーターに過ぎなかった筈。 局長が直に電波の発射は出来ない。 

予備免許が来ると、無線局の工事を落成して「工事落成届」「試験電波発射届」を出し、既免許局などとレポー

ト交換、アドヴァイスを貰うなどして、機器空中線を調整し検査合格できそうなら「工事落成検査願」を提出し

て、落成検査を御願いする。 5W の局でも 100W の局でも此の手続にはいささかの省略も許されなかった。 

7/3.5 メガを聞いていると、今は、色々な試験電波が聞こえるが、当時は、無線局運用規則に試験電波の発射方

法も規定して有り、「只今試験中こちらは JA4HL」（CW なら vvv de JA4HL）「本日は晴天なり」（CW

にあっては exexex）の繰り返し又は連続であった。 当然全国 10 局の電波監視局の監視対象であった。 現

在マイクをフーフーザーザー息で吹いている人が多いが、当時はそれが、マイクの寿命的にも許されない行為だ

ったのです。 金持ちやそのドラムスコならいざ知らず、当時の無銭局ではマイクロフォンは、クリスタルマイ

クオンパレードでした。 AIWA の砲弾型スタンド型が買えない私は小林理研、RION マークのクリスタルラペ

ルマイクを襟に付けて唾の掛かるのを避けて喋っていました。 昔の話好きとこの頃のマイクはと聞くとクリス

タルラベルなあ、と「ラベル」というが間違い「ラペル」(洋服の襟)が正しい。 

クリスタル、結晶で圧電素子ですが、水晶や無機質セラミックでなく、ワインの中から固めて取り出した、水溶

性の酒石酸カリウム・ナトリウム塩と言う有機物の結晶、ひっくるめて云えば、味の素のようなモノでした。 ワ

インを寝かせておくと酒石と称する白い粉が沈殿して溜まる。 これをアルカリ再結晶精製して単結晶成長せし

め適宜切り出して、防湿処理を厳重にして、マイクやイヤフォンの素子として使っていたのです。 これは 1935

年頃、ロッシェル教授によって圧電現象が大きいと発表されたので各国大いに研究したのですが、日本に持ち込

んで研究しようとするといずれも直ぐ役に立たなくなったのでした。 元々水に溶けている物質。 それを高温

高湿度の日本でそのままか欧米並の防湿程度で使おうというのが無理。 特にマイクは 1 語 1 句唾吐きとの真

剣勝負。 直ぐに寿命。 それまでのカーボンマイクでも、湿る度に中のカーボン粒を取り出して日光乾燥した

り軽く焙烙で炒ったりしたモノでしたが、真逆ロッシェル塩の単結晶を焙烙で炒るわけにも行かず、戦前も随分

話題にはされました（戦火拡大時代無線雑誌は次第に情報管制で書くことが少なくなってよく此の関係記事が取

り扱われている）が実用化には達しませんでした。 戦中戦後新素材として研究は続けられ、味の素の日本特許

が戦時凍結解除特例延長でも 50 年の特許期限が切れて、巷に、旭味だの、味日本だの 5 社ほどのグルタミン酸

ソーダが乱立乱売された 1949 年頃、小林理研がクリスタルイヤフォンを更に続いてクリスタルスピーカーを

発売 1951 年頃 Primo がクリスタルマイクを、更に AIWA も砲弾型マイクを発売したんでした。 然し電話

局のカーボンマイクは随分長命ですが、クリスタルマイクは、いつか矢っ張り湿気に負けたか、流行らなくなり、

コンデンサーマイクに取って代わられました。 だからといって、試験電波でザーザーズーズーマイクを吹くの

は邪道だと思います。 外国での食事マナーに喩えるなら、スープやスパゲッチイをずるずるつるつる啜り込ん

だり鼻をズルッと啜ったりするようなモノです。 鼻を啜るくらいなら、膝の上のナプキンで思い切りよくチー

ンと鼻をかみましょう、げっぷは御法度ですが、おならはすかして平気です。 変だがルールはルール、無線は

通信規則を守りましょう。 それがルールです。 

NHK が呼んだベニー・グッドマンと彼の楽団が来日した 1955 年１月、JA4HL 落成届と試験電波発射届、落

成検査願を電監に郵送しました。 落成した JA4HL は会社の寮のⅠ室でしたので、会社の総務課に届け出まし

た。 ナンと総務係長が、寮住まいで、しかも、元シュムシュ(占守)島独立守備隊（陸軍航空）通信士官（少尉）

で、非常に興味を持っていただき、社内での便宜も図っていただけ幸運でした。 手紙が広島に着いた頃、長距

離電話で聞いて見ろ？と繋いでいただき電監に電話すると、「何い、玉野市？1 局だけ？それは今年度はおろか

今年中も無理な話や。 宇野玉ならのお、又船舶局の申請出りゃあ纏まって一緒に、と言うこともあろうがノウ、

予算がないしそんなに出張予算はとれンケエナア、そりゃいつかはわからしまへんでえ、岡山から 2 時間なあ？

岡山と足して 6-7 局溜まらにゃーいかれんぞな。」と情けないお返事。 しっかり落ち込んだ。 S 士官殿は、

それがお役所仕事っちゅう、自棄酒割勘ならいつでも付き合うぞと笑う。 決して大きい人ではなかったが、シ

ベリヤ抑留時代、地区司令部の付属道場へ連れて行かれて毎週 3 回ソ連将校に剣道指南をさせられたと言うのが
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自慢の戦時中 後の学生剣道選手権覇者「突きの S」（本人は 4 段と言っていたが此の優勝で 5 段の筈）の戦

後の在りし日でした。 若くしてなくなられましたが、陸軍の内情について時々語っていただきました。 いつ

か書き残したいモノと思っています。 特に占守島の終戦のことは。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【お詫びと訂正】真空管概史の初めの方で：ノモンハン事件の発生地点をブラゴベシチェンスクなどと間違った

記憶が出まして失礼しました。 お詫びして訂正します。 マンチュリアのハルハ川の対岸はザ・バイカリスク

で此の付近は西南西から東北東に掛けてかの成吉思汗力作の「千里の長城」（秦の始皇帝の万里の長城の北約千

キロの処にある）の切れ目なのですが、その未だ西のハルハ川を渡って長城の切れ目から一旦蒙古領に進入した

ソ連軍が、満州里の南、小興安嶺西麓の満州領の湿地沃野に回り込んで進入したモノです。 満州里から見てい

るととても迷い込んだとは見えない明らかな侵攻だったわけです。 現在も中国領で、ここの夏には大きな湖が

２つも広がる沃野で、渡り鳥の水鳥,冬日本に渡ってくる水鳥の殆ど全てがここで夏に繁殖しているようです。 

戦後のアマチュア無線史(21)：ステーション・タイトルの元祖と小林記者 

フォネチックコードで、コールサイン、現在は呼出符号でなく識別符号と言うようですから、コールサインと言

うよりはフランスでずっと言っていたようにインデイカチーフの方が、相応しいのでしょうが JA4HL ならマジ

にフォネチックコードで言えば、ジュリエット・アルファ・ナンバーフォア・ホテール・リマですがこれをもじ

って、ジャパン・アマチュア・フォア・ハム・ライフとやらかせばれっきとして「ハムライフのための日本アマ

チュア」と意味を持ってきて、単なる JOAK とは一寸違ってくる。 

こんな感じで呼出符号をもじってステーション・タイトルなるモノを使って CQ を出す局が昭和 30 年春ゴロ現

れました。 高田馬場駅の近く当時ゴム歯ブラシなるユニークな歯ブラシを売っていた製薬会社の湯沸かし場に

無線機をおいて。 「CQ.CQ.CQ.こちらは、ご存じ、中山安兵衛仇討ち高田馬場、ステーションタイトルの元

祖 JA1KC just attempt one kissing chance キッスをするならこの時だ、の JA1KC。 お聞きの各局コー

ル下さい、スタンデイングバイ」今時の 7 メガと違って、あの歯の浮くような、何々コーリングユー。 みたい

なのはない時代。 三人称単数現在進行形なら、何々「is calling you」だろうに。 英語ぶって馬脚を現して

いる。 よっぽどこのステーションタイトルの方が気が利いていた。 

このステーションタイトルを作らせたのは前述の朝日新聞社会部記者小林氏。 「おい味も素っ気もないのより

は何か気の利いたセリフでやってみな？チャック。 お前のお兄さんのジェイ・エイ・ワン・アロハ・ハワイは

かなりいいけどな、JA の１キロサイクルじゃ、冴えないだろお兄さん英語堪能なのだから何か考えてもらえよ」

ってことで、ジャスト・アテンプト・ワン・キッシング・チャンスはアロハ・ハワイことお兄さんの JA1AH の

作品。 チャックは、小林記者とは、昼休みに会うときは藪そばで、夜明かし喋るときは、駅近くの木賃宿「高

田馬場ホテル」でが定番だった。 今高田馬場ホテルは横町に引っ込んでいるが、当時は駅に並びの表通りに面

した奥だけ 2 階、店先は平屋の木賃宿であった。 私も彼と会うときはこの定番ミーテイング方式でした。 

あだ名の通り、口にチャックを付けて五月蠅い時にはチャックを閉めろと言っても駄目だから、いちいち締めて

やらねばならないしゃべり好き、ほおって置けば、飯も忘れ、喋り続けひょんな時におい、ところで、お主腹へ

らねえか？とくる。 こっちはとっくに背中から臍が透けてみえてらあ。 いい加減口のもう一つの役させろっ

てことよ、と言うことになる。 夜道に日は暮れないというモノの、彼が喋り出すと、日が暮れないどころかあ

っと言う間に夜が明けるのだ。 誰かが欠伸する、彼はやっと気づく、ああ未だ 8 時半じゃねえか？ そう出勤

時間だぜ！ ええ？、、、っと、高田馬場ホテルからご出勤ということになったこともあった。 製薬会社勤務

と言っても、彼は人事課給与係。 月に 2 日しか忙しくないと嘯く。 でも勤務時間中はなるべく人に話しかけ

ず、結構忙しげに電話を取ったり、メモを作ったり、そろばんを弾いたりして金を数えたり、しているのだとい

う。 アロハハワイ兄から下請けしたアマチュア西武クラブの会計の仕事をこなしたり、お知らせメモ、連絡メ

モの作成などしていると、係長も文句を言わないが、勝手に出歩いて油売ったりしていると「お前は自分の労働

時間だけでなく相手の労働時間まで盗んでいる」ときついおしかりを受けるのだそうな。 

戦前戦中戦後に掛けて人類の敵は戦争という人為的なモノの次は結核の脅威でした。 若いうちに 3 人に 1 人

は羅患発病しその 3 人に 2 人は長期療養しその 2 人に 1 人が、20-30 台に死亡したのでした。 特に栄養摂

取自然回復だけが治療法だった戦後直ぐまでの時代にこの戦争の食糧難は結核患者死亡率を押し上げ、中日戦争

開始以来、それまでの毎年 10 月 1 日の人口動態調査も軍部の圧力により死因調査の病名は書かないことになっ

た程です。 

戦後、未だ特効薬が出る前には、結核の人工療法として、先ず空気を入れて患部を圧迫し封じ込める人工気胸法、

更に、肋骨をむしり取って、患部を物理的に潰してしまう胸郭成型法、などが登場した。 チャックはこの 2 法

を経験して、やっと死の床から、せむしになりながらも生還した肺の片方が無く、もう一方の肺も 3 分の 2 し

かない体だった。 彼の生き甲斐はハムを通じて自分の生きた証をこの世に刻み残すことだった。 自分は体を
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切り刻まれて生き残った。 今度は自分の生きた証を世の中に刻むことだと、熱っぽく小林記者に語ったし、私

にも良く口にした。 肺活量は人の 1/3 っきゃない俺だぜ、だが俺はやるぜ、その意気込みが多くの人を巻き

込む原動力になった。 彼がアマチュア無線の為にした仕事を数えるには両手を持ってしても足りない。 小林

記者が角川新書に残した彼の名はその一部に過ぎない。 他の人たちが仕上げたプロジェクトでも、初めや、重

要なポイントなどでは彼の踏み込みがなければどうなったか解らないモノがいくつもある。 当時から、電監が

落成検査に来てくれないから 7 メガで試験電波で出ていると良く意見を求めて来、上京するときには週末を彼の

スケジュールに会わせて、高田馬場ホテルで夜明かしできるように出張予定を調整したことはもちろんである。 

休日で、朝からとか午後からの落ち合い場所には、いつも編集長が出勤してお湯の沸いている、西丸町のの CQ

出版社の小澤編集長兼社長のお世話になった。 皮肉っぽい編集後記に利用されるのは覚悟の上で。 ある日南

極観測隊にアマチュア無線がついて行かないのは理不尽だ、と私。 それを誰に談じ込めばいいのかとチャック。 

議論が進みかねると、隣室から難しい顔の小澤編集長の顔がぬっとドアを開ける。 「そうだ、どこの国も南極

にはアマチュアが隊員で行っているよ。 あれは文部省の管轄だ、官僚は堅物が多いからな、午後いい人がここ

に来るよ、コネが効くかどうか聞いてみるがいい。」現れたのは JA1BZ 林さんで、氏の紹介でコネは何とか文

部秘書官まで繋がった。 

私は行けなかったが、チャックが乗り込んだ、チャックは文部大臣に会ってまくし立てて来たと言ったが小林記

者によれば、それは文部大臣秘書官長 B 氏であった。 しかしその方が良かったという。 やがて、条件付きで、

アマチュアの免許を持つ通信隊員が越冬するので、これに南極での免許を持たせ、日本の探検隊と解るコールサ

インで活躍させるなら文部省は反対しない、後は、郵政と話し合ってくれと言う返事が来たという。 結局 JA3M

何とかで免許を持っている毎日新聞大阪通信室の作間さんが行くことになって、ご本人が、電波管理委員会に掛

け合って文部省の言う日本の探検隊の局と解るコールサインの発給と言うことになって「JARE」を文部は望ん

だが、電監は肯んぜず、JA1RE は既に発給済み本免許活躍中で、今更入れ替えもできなかった。 偶々既に発

給済み予備免許中の JA1JG 巨海氏が体調不良らしいと言う聞き込みがあり、チャックが往訪して、廃局してコ

ール返上していいと快諾を得て廃局届けを預かってきた。 凄い行動力には皆舌を巻いた。 チャックは電監と

文部を作間さんと周り、JA1JG の南極移動局の免許の取り付けに成功した。 （南極 JA1JG 記は別章で続く）

又、彼は、誰か、国鉄総裁にコネはないかという。 私の叔父が、関東鉄道局の支配人をしていたので、紹介し

た。 叔父も苦笑していたが全く物怖じしないで総裁秘書室に行き、アポを取り付け総裁と面会し、予定時間過

ぎても総裁が OK しなかったので、秘書がお時間ですと言いに来たら、時間をオーバーしたのは、総裁が決断し

ないでぐずぐずするからだ、総裁決裁して下さい、と迫り、遂に OK を取り付けたという。 実現するには更に

面倒な手続きを要したが、遂に彼は日本鉄道史上初の 6m 電波による特急「ツバメ」号からの官許列車モービル

をやってのけたのでした。 知っていますか？三木鶏郎の冗談音楽で有名な特急。 東京大阪間を 後には 5 時

間 55 分で走ったツバメ号。 

 ♪僕は特急の機関士で、 可愛いあの子は駅毎に 居るけど 3 分停車では、キスする暇さえありません 

  東京、京都大--阪、ウーウ、ウーウウ、ウウポポ。 

 ♪ハモニカ娘は浜松の、ドレミファソラシドべにのあと それに見とれて浜名湖の、チョイと鰻に笑われる 

  東京、京都大--阪、ウーウ、ウーウウ、ウウポポ。 

 ♪名古屋にお城があるキャアも、金の鯱ほこあるキャアも 守口大根細長く、あの子のアンヨに似るキャアも 

  東京、京都大--阪、ウーウ、ウーウウ、ウウポポ。 

此の歌の１番の歌詞、JA1KC のステーションタイトルによって解消されるでしょう。 

Just Attempt one Kissing Chance！----How Copy? 
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パピーニュウス第 44 号（200２年 3 月２日号） 

戦後のアマチュア無線史（22）：当時の社会背景の一端など 

例えば、第１次南極観測隊越冬隊。 それは全く未知の世界行とも言えるモノでしたろう。 敗戦国日本の政府

貧乏予算の範囲内で、しかし何とか国威発揚と国際的南極発言域も確保したい、そのぎりぎりのタイムリミット、

ぎりぎりの予算、南極未知の人ばかり。 何せ、明治維新以来南極に近づいたのは、白瀬中尉と郡司中尉ぐらい

のモノ。 

その第１次観測隊長を引き受けた永田武隊長にしても決して確たる勝算があったはずはない。 雪と氷に閉ざさ

れた中に置き去りにされて半年、少人数の命を限られた施設と装備糧食で預かる西堀越冬隊長の決意は、未知の

冬山に向かう決意ごときの比ではなかった筈。 氷の海を乗りきる観測船にしても、海上保安庁の貧乏予算の中

で使い古した燈台補給船「宗谷」を僅かばかりの改装費予算を掛けて、改装した船で、向かわせようと言うのだ

から、ふんどし担ぎ「宗谷」が三役力士「南氷洋」にいきなり本場所で初顔で取り組むようなモノ、そんな風刺

漫画が雑誌に出るのも当然だった。 一寸脱線。 

昭和３０年夏。 もう JA1 エリアでは、JA1VZ 迄の２文字の発給は満配して半年以上、既に、JA1ANE 塚

本さん等も本免許になっておられた。 前年信越電波監理局と、北陸電波監理局も正式に発足して、

JA1WA-JA1ZZ も、JA0AA-JA0DZ に再割当て JA2WA-JA2ZZ も JA9AA-JA9DZ に再割り当てを完

了したので、３文字の途中から、再び２文字コールサインの再割り当てが始まっていた。 塚本さんは運悪くあ

ぶれた組の一人であり、JA1YL 菅さんの奥さんは、ラッキー組の一人というわけ。 又 JA1AEQ 阿部さんの

奥さんの方が、菅さんの奥さんより免許は古いというわけ。 JAIG メンバーの JA0AW 吉成先生は、JA1WW

と言うダブルコールを無理矢理引っ剥がされ、現在の JA0AW をこの時割り当てられたのでした。 

JA4HL では、中国電監が予算がないからと落成検査に来ないまま、私は、病名不詳の奇病で、食事を全く受け

付けなくなって、やせ細り当時清純女優として売れっ子の久我美子と同じ体重、３９．7ｋｇ迄やせ、郷里津島

市に強制送還され自宅療養していた。 名古屋の胃腸病院黒川病院で「岡山玉野の奇病なら、流行性肝炎さ」と

瞼をひっくり返して「間違いないまもなく黄疸が出る、出たら４人に３人が死ぬ。 石に囓りついてでも死ねな

いと言う強い意志がないと、、何でもいい俺は未だやり残したことがあるう、と言う生きる執着心がないと死ぬ

ぞ。 未だ女を抱いてない等は駄目だ、それ以外に何か無いか、無線？何じゃそれ？」それでもいいことになっ

て、津島市で免許申請したのが５月から許可の移動局。 JA2RM で予備免許になった。 JARL 東海支部が２

局コールを確保するらしいから返せ、と言われたが間違いで、直ぐ検査に来てくれた余録があった。 此の病気

の名前は後に流行性劇性肝炎、現在は劇性 B 型ビールス性肝炎と言い、今も死亡率 は７５％程度とされる。 何

とか生還した。 初、問診だけで見抜いてくれた黒川老医師には今も敬服と感謝の念で一杯。 

検査本免許の翌日、ＣＱを出していたら、JA3JK/MM 能登半島沖から呼ばれた。 そばでお袋が洗濯物を畳ん

でいた。 「、、、海上保安庁の燈台補給船「宗谷」の通信士やっています、移動局が許可になって、とても楽

しみが増えました。 非番の時する事が無くてね、受信機聞いてりゃ、腕がムズムズでしょ、電波は出せない、

胃に悪いですよ。 で殆ど小説本読んで過ごしていましたが、人生の無駄時間です。 こうやって、ハムやって

いる方が気分が和みます、リラックスできますよ。 移動局の許可は本当に私たち船乗りには何よりの贈り物で

した」、、、 

此の交信をそばで聞いていたお袋は、後に燈台補給船宗谷が、南極行きの改装をすると言うニュースを聞いたと

わざわざ岡山まで葉書を寄越したし、それからあとも、時々お前は未だ宗谷が燈台補給船だった頃、通信士の林

さんという人と、話したことを私は覚えていると言った。 当の私は JA3JK さんが林さんという名前かどうか

はもう忘れていたのに。 当時、燈台を守ることがどんなに大切でその割には大変なことか小学校で習ったし、

「燈台守」という小学唱歌も習った。 そこに、生活必需品を補給して回る、此の船の役目も負けず劣らず大変

なモノだったと思う。 その後佐田啓二、高峰秀子主演の「喜びも悲しみも幾歳月」燈台を幾つも転勤して回る

家族の生活の厳しさを、そして心をモノの見事に描いた映画を見て感激した。 

現在は測地航海衛星のおかげで、燈台の役目はごく補助的なモノらしいがつい 近まで、燈台勤務のハムが居た

ように思います。 「喜びも悲しみも、、、」の頃は、殆どの燈台勤務の方が逓信講習所上がりの通信士の割に

は燈台勤務が大変で、ハムをされる方は少なかったようです。 

一寸話は、前後しますが、１９５４年昭和２９年から３０年に掛けて、自衛隊編成から１年余が過ぎて、米軍か

ら防衛通信網や電波監視業務も引継が完了して MARS（AJ2AA 等 3.5-3.8/7.0-7.2 メガで動作していた軍用

補助局）が無くなったこともあって、急速に先ず、水晶発振でならガードバンド内で自由（1954/12）に緩和

されついで、VFO も OK（1955/3）となり更に、max５０W 制限付きながら移動体が許可になったのでした。 

２１メガは未だ解放されませんでした。 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

此のあと、６か月毎の業務日誌抄録提出の省略他、電波行政が、GHQ 推奨の委員会形式（FCC の真似）から、

日本官僚好みの省庁監理形式に移すための電波法放送法等の抜本（氷室註=反動）改正目指しての改正案が水面

下でドンドン進められていたわけで、アマチュア無線局も無線局の範疇に入れると邪魔なところは、トカゲのし

っぽしておこうとばかり、かなりの事務手続き上の緩和が成されました。 １９５７年までに、定期検査が廃止

され、従事者免許は５年だったのが終身免許に、局免許は３年が５年に延長されました。 電波法の抜本改正は

１９５９（昭和３４）年施行され、アマチュア無線局は、アマチュア局に、旧法でのノーコードクラス２アマは

電話級にそして新２級と電信級が新設されました。 

此の同じ年に抜本改正された有名な法律がもう一つありました。 それは特許法です。 特許法は、大正１３

（1924）年に大改正されて以来、戦時凍結、その解凍、特別措置令はありましたし、手続き規則の改正はあり

ましたが、大改正は大変なので、ＧＨＱも、世界の動きに倣う改正をするように勧告はありましたが、改正はあ

りませんでしたが、いよいよその宿題の提出の時期で、新しい世界の特許との摺り合わせも視野に入れた大改正

が成されました。 こちらはその意味では、前向きの改正でした。 それに比べると、電波法、放送法、放送事

業法、のいずれをとっても、此の昭和３４年法は、FCC（米国連邦通信委）方式から、NHK 帝国主義へのフィ

ードバックとも言えるモノで、さぞかし官僚や、逓信族議員や、ドンは、ほっとしたことでしょう。 ＧＨＱ方

式からの戦後 大の寝返りではないでしょうか。 FM 民間放送は FM 東海を除いて全く許可されず NＨＫのモ

ノポリーが１０年以上も続くことになっていました。 FM 東海の大学学長は無装荷ケーブルの逓信のドン、松前

重義氏でありました。 と言えばお解り戴けましょう。 ここに戦後は終わったと言わざるを得ないのです。 あ

と五年で、東京を作り直し、オリンピックで新生日本を世界の人々に見せねばならないその槌音が漸く高まりつ

つある頃、戦前の官僚主義を懐かしむ電波行政に逆転回したのでした。 

幸い、族議員のゼニコになりそうもないアマチュア無銭は、あれは無線局でないよって、アマチュア局だと法定

義されたお陰で、法規制は随分緩んだが、その分モラルは地に落ち、戦後復活まで歯を食いしばってボランテイ

ア精神で運営されてきた JARL にも、天下り精神と商業主義が棲み憑き始めて増殖し累卵の危うきにある今日

の因を成したと断ぜざるを得ない。 

JA1JG/M 南極。 、、、、決して、８Ｊ１ＲＬと同じではないその発祥と経緯。 作間隊員のご苦労。 と

周りの並々ならぬサポート。 文部省の管轄と言うことで、積極的でない人も居た某集団。 似て非ではあるが、

それならシアナイ俺達でやるか、と西武クラブが起ち上がってやってのけたいくつかのプロジェクトのうち、余

り紹介されないハム女子大の話を、掻い摘んで書き残しておこうと思います。 

戦後のアマチュア無線史（２３）：JA1JG／南極第１次越冬隊 

古い喩に「馬を水辺に連れていくことは出来るが馬に水を飲ますことは出来ない」というのがある。 文部省が、

アマチュアの免許を持つ馬を南極という水辺にもつれて行く、水を飲むのに反対はしない、ここまでは、いつも

のお役人の精一杯の限界でしょう。 ここまでは、小林記者と、小澤編集長のアイデア、コネで、おしゃべりチ

ャックを走らせ、走ったチャックが、JA1JG と言う文部も電監も呑む、コールサインを調達したことを書いた。 

なぜ「JARE」に拘った文部が JA1JG を次善として OK したか、私だったか小澤編集長かが、Japan 

Gavernment でもシアナイかと言ったのをチャックが覚えていて、作間隊員に話していたらしい。 電監では

話題にもならず手続きに問題ないから OK。 文部では先ず難色、何だそれ、暫く無言、作間さんが「日本政府

という意味ですがそれでも駄目ですか」と言う言い方で言ったらしい。 これが結局功を奏して、OK と言うこ

とになったらしい。 お役人とは事程左様に難しいモノらしい。 ここから先は、作間隊員が、開局手続きを進

め又、永田隊長西堀越冬隊長に説明了解して貰って、馬は水を飲む気で、水辺に行くことになった。 

私は、後年、偶然の機会から何度も西堀さんの講演行脚の汽車電車車でのお供をする事になって、講演はもとよ

り、南極での貴重な体験談、そして私も古いハムの端くれと名乗ったために、問わず語りに、JA1JG/南極、そ

して、西堀さんの東芝時代の部下だった、JA1DO 小石久太郎さんの話、南極と小石さんとの交信の笑い話など

いろいろお話しいただくチャンスがあった。 

西堀隊長は、アマチュア無線の良い意味での理解者であった。 アマチュア無線の評判を落とすような、又越冬

隊は何てことして居るんだ、と世間から後ろ指刺されるようなきっかけを作間君の電波が作っちゃならないと

JA1JG のデビューの機会を待っていたのだそうな。 つまり、水辺に来ていた馬に、おいしい水が来たときに

呑んでいいよと手綱を緩めようとしておられたのだ。 

燈台補給船だった宗谷を、僅かばかりの予算で竜骨とロンジ強度と外板を厚鋼板の溶接補強しただけで、大半は、

隊員の居住区と厨房の改造で費消してしまい、氷の海を割って通るだけの力さえ改造で与えられなかったという。 

それでさえ此の時代、未だ鋼船の建造は溶接でなく鋲打ちで建造される時代で此の国家的プロジェクトを聞きつ

けて、手弁当で結構ダカラやらせてくれと全国から浅野ドックに馳せ参じた腕っこきの溶接職人の日当を度外視

した協力無くしては期限内に、宗谷を海に卸すことは出来なかったのだという。 期限ぎりぎりに東京港を出港
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した、宗谷の観測隊員、殊に越冬隊員達は、５０％５０％家族とも今生の別れを覚悟したという。 終寄港地

ケープタウンは、同国及び港湾司令の特別配慮があって予約に遅れたが入港している。 ここで家族からの郵便

と声の入ったテープなども受け取って、氷の張り始めた未知の海南氷洋に向かった。 果たせるかな、自然は時

を待たず。目的地オングル島迄１００キロ余の海で宗谷は氷に挟まれて進退谷まった。 アメリカの船が救助に

向かうが近づけず。 幸い１００キロほどの所にソ連の誇る強力砕氷船オビ号が居た。 アメリカの救助船にハ

ムが乗っていて、偶々オビ号にもハムが居て交信して、日本の観測隊がのった SS 宗谷が氷に閉じこめられてい

る、砕氷船だったら近寄れるだろう、是非助けに行って貰いたいが、。。。「お安いご用だ」と言ったかどうか、

とにかく艦長に掛け合いに行った、押し問答しているところへ、外交筋を通した援助要請に応えて宗谷の救出が

出来ないか、本国から問い合わせが来た。 艦長は、本国の OK の取り付けの面倒さで、逡巡していたのだから

二つ返事で、まっすぐ宗谷の救出に向かうことにした。 此の知らせに３つの船上に拍手がわいたのだった。 西

堀さんの話では、とにかく氷を割りながら進むオビ号と、オビ号が明けた開水面を抵抗なく進む宗谷の船足では、

ともすれば全速の宗谷が遅れがちで、文字どうり水が開くので、直ぐ又氷が道を閉ざさないか冷や冷やし、それ

にしてもオビ号のような強力な砕氷船を日本が作れる時代はいつのことかと寂しくなったという。 青息吐息で

オビ号の後について、オングル島に接近し、既に定着氷が形成していたので、うまく荷下ろしし、宗谷は、オビ

号に連れられて、氷原を突破して帰国できた。 此の「自然は人の都合を待たず」の教訓が翌年の第２次に生か

されず、やはり時季が遅れて第１次越冬隊員を辛うじてヘリ救出しただけで、慌てたため定着氷と見誤った氷が

溶けて、荷卸しした機材食料を失って越冬を諦め、樺太犬も置き去りにして、這々の体で帰ってくる事になって

しまったのは翌年の話。 

JA1JG が南極で越冬することになった。 アマチュアからみれば確かにそうだ、いつ電波が出るか、今か今か

と待つのは当然。 ところが、１週間待っても出ない、１ヶ月待っても出ない。 これ又当然。 アマチュアや

りに行っているのじゃないのだから。 太陽がいっぺんも顔を見せなくなって、オーロラが夜空を飾る頃になっ

て、ブリザードが何度か荒れ狂うと、圧縮合板をタイロッドで締め付けてプレハブ建設した宿舎も変形して、夜

通し悲鳴を上げて軋むようになったという。 寝付けない、夜中に軋む音で目が覚めるともう眠れない、で、み

んな寝不足。 不機嫌。 集中力を欠く。 食欲減退。協調性がなくなる。 で西堀隊長は、ブリザードが収ま

ったら、どんなに寒くとも、投光器を用意して、なるべく全員で、タイロッドのまし締めに挑戦させたという。 

「こんな凍り着いたモノ締まるわけがない」と初めから投げやりな者が居ても、叱って、とにかく体を動かせと

激励するうち、みんななぜ肉体作業を隊長がさせたか気づいたという。 「腹減ったな」、「久しぶりだぜこん

なに腹減ったの」「いやいい風呂だった、今夜は寝られそうだぜ」に繋がって皆生き返るのだったそうな。 し

かしある時、幾晩もブリザードが続いて、タイロッドまで悲鳴を上げ、遂に建て家の一部が破損変形して、徹夜

作業で応急処置をしなければならなくなったことがあって、みんな疲労困憊した。 晴れ上がればどんなに草臥

れていても観測は欠かせない。 オーロラ観測室は、明かりも暖房もないただガラス張りの部屋。 窓や広視野

望遠鏡が曇っては仕事にならない、明かりに目が訛っては観測できない。 オーロラ観測の北村隊員は、野帳に

スケッチを書き込むのに、半周を紙で覆った蝋燭たてを明かりにしていた。 今回の建家なおしに大活躍だった

北村隊員は、観測の途中で不覚にもそのまま眠り込んでしまって、此の蝋燭たてから紙に燃え移り、観測室が燃

え上がって、他の隊員が気づいて駆けつけた時、北村隊員は炎の下で、横になって熟睡していたので、飛び込ん

だ隊員は北村さんは死んでると思ったらしい。 ドアと壁を破って外からスコップで雪を炎目がけて投げつけた

ら、その下から北村隊員が、おい何だ冷たいじゃないかとムクムク起き出してやっと火事と気づき、以来その悄

げようと言ったら、慰め様のないほどだったという。 次の日曜日、隊員はモノも言わず、壁にもたれ、みんな

物思いに耽って、本を読むモノも手紙を書こうと言うモノも、麻雀しようと言う者も居ない状態であったという。 

これは異常だ、何とかしなければ、西堀さんは、集会室にいた作間さんに、アマチュア無線出来るか、皆を連れ

て行ってやって見せて呉れんかと言った。 作間隊員の顔がぱっと紅潮したそうだ。 真空管に火が灯り、ダイ

ヤルにもランプがつき、作間隊員が電鍵を叩くとジージジジーと無線機が音を立てた。 誰かが、日本に届くか

と当たり前の事をポツリ言った。 マッテロと言うと作間隊員の電鍵がカタカタとリズミカルに暫く音を立てた。 

思いがけなく早く、作間隊員が、頭のレシーバーを外しながら、隊長小石さんです、電話に出て貰いますね、と

言ったので、西堀さんは、無線というのはもろに繋がるはずはないのにと吃驚したそうだ。 

小石さんの方はこうだったようだ、何かの折りに、作間隊員が南極から 初に出るときＣＱでは、決して

Antarctic とも「ナンキョク」（和文）とも叩かないで「NANKYOKU」とローマ字でお願いすると、言って

置いたらしい。 無駄なパイルアップを避けたいため。 ここ３ヶ月以上日曜日のたび、１４メガＣＷで JA1JG

が出てこないか一日中ワッチを欠かさなかったという。 この日コンデイションが一寸落ち加減だがと言うとこ

ろで、おやＷ８とやっている此の局 JA1JG と相手が叩いたようだと気がついたが、、、まさか、だった。 交

信が終わって、CQ 叩いている、来た！JA1JG/NANKYOKU と叩いている。 他の人にではない。 間違い

ないのだ。 そう自分に言い聞かせて、応答したのだという。 隊長が聞いているなら電話に出よう、と叩いた

という。 西堀研究室の直接の部下だった小石さん JA1DO。 こうして、JA1JG/南極の第１局はＷに譲った

が、直ぐ続いて、小石さんが JA1JG を捉え、愛弟子の声を師匠が目を潤ませて聞くことになった。 南極の声

が日本に届き、日本からの第一声が、信頼すべき西堀隊長の極親しい人で、しかも話が進むに連れて、関東近間
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の隊員ご家族に報せて、次の日曜日に小石さんのしゃっくに集まっていただいて、バックノイズで声を聞かせま

しょうかと言うおいしい話が南極に聞こえて、隊員一同オングル島に来て以来 高の日曜日に勇気百倍したとい

う。 でも北村隊員だけ、申し訳ない申し訳ないが続いたのには西堀さんもほとほと草臥れたという。 自分は

焼け死んでお詫びすべきだった、とまで言わせてしまった隊長は失格に等しい。 叱るのは容易だが叱って済む

事じゃない。 隊員を一人手ブラで帰すことになる。 西堀隊長のたどり着いた結論は、「北村隊員を一人だけ

手ブラで帰すわけには行かない」このことだった。 

西堀隊長はこれを悩み、手を動かすことで気を紛らわす事にした。 自分の老眼鏡の弱い方のスペアレンズを使

って、組み合わせルーペをアイピースにして、ブリキ細工で、広視野望遠鏡の代用品を作り、北村隊員に贈り、

勇気づけ、焼けただれた彼のスケッチノートのうち紙の芯は焦げていないはずで、一度だけは読めるはずだから、

日付順を追って、折角のスケッチを、記号化数量化して、一表にまとめ直せないかやってみるようにアドバイス

したという。 北村隊員が感激し折角の焼け残りのスケッチを、何か有効に再生するように誓ったのは言うまで

もない。 瓢箪から駒。 一念一心の矢は岩をも貫くという。 ここで、北村隊員が試行錯誤、オーロラのスケ

ッチと記憶から、その型、模様、色、動きの様、形、サイズとスケールの観察記録の符号化、数量化の試みは、

その後の観察員にも受け継がれて、洗練され、北村氏のその後のライフワークとなって、現在、コンピューター

解析できる精度での指標のオーロラ観測の標準となっているそうです。 その原点は此の火事.で焼け残ったボロ

ボロのフィールドノートのスケッチからの読み出しから始まったというのはとても教訓的な出来事ではありま

せんか。 

その後、小石さんの shack は勿論の事、立山ガイド組のご家族は、室堂平らから有志アマチュアが移動設営し

て、更に関西組もどなたかの shack に集まって、アマチュア無線のマイクのバックノイズとして家族の声を南

極に送り届けることが出来たのです。 これで、隊員のホームシックは消し飛び、明るさも協調性も取り返し、

この上ない力になったようです。 もちろん極普通の交信も行われましたし、隊員毎に応援者も現れ直接は話せ

なくても、誰々隊員さんの郷里の者で、何隊員さんにこうお伝え下さいというメッセージハンドリングに近いこ

とも大目に見てくれたようです。 

逆もあり、とても有名なのは、良く南極と QSO していた JA1MP 長谷川さんは、ある QSO 中に奥さんの女児

出産の電話が入ったと南極にご披露、偶々南極は、夕方のトワイライトに夕霧がダイヤモンドダストになって、

えもいわれぬ情景、バックノイズの藤井隊員の命名で、JA1MP 長谷川さんのご長女は夕希子さんとおっしゃる

筈です。 長谷川さんが、その後も、世界中のペデイション特に離島のペデイに積極的に協力なさる様になられ

たのは、こうしたことと決して無縁ではないと思います。 

戦後のアマチュア無線史(24)：南極が結んだ真空管とポップ・アップ・トースター 

も少しだけ、南極第一次越冬隊にまつわる話を。 これは西堀さんの講演をお聞きになった方には２番を煎じる

ことになろうかと思いますが、お付き合いを。 

西堀さんに掛かっては「逆転の発想」の糸川英夫博士も形無し。 あれじゃ、南極でブリザードの中で雪上車が

故障したら生還できないと。 「サバイバル」は「頭の中真っ白の状態中で如何に頭を瞬間的に冷やし素早く巻

き戻した後如何に早くマジに正転して、記憶の中にある確実に応用可能なモノを検索するかの勝負」で、「アプ

セットした頭を決して逆転してはならない、冬山では、アプセットして逆転の発想すれば徒労死が待つのみ、遭

難死がすべて物語っている」と鋭い。 

零下５度の倉庫内で整備した、雪上車の駆動ギヤを駆動デイスクに止めた、１２本のボルトや、シャフトと決め

込むキーが、マイナス５５度になると、どの程度温度収縮するか、想像出来ますか？ 金属の焼嵌は、どうやり

ますか？ 此の原理で当然のように雪上車の駆動輪のボルトは増締めも出来ず，雪と氷が絡まって、ドンドンナ

ットを失って、気づいたときにはガタガタに緩んでいたそうです。 零下５５度、オングル島の昭和基地から２

５ｋｍは離れた大陸探検中の突然の雪嵐の中で。 雪嵐の止むのを待って、スペアパーツを探すが、ナットは皆

サイズの大きなモノばかり。 締めてみるがゆるゆる。 

雪をブッ欠いてお湯を沸かせ、ナットは緩くていいからいっぱい送り込め、一つ一つ丹念にお湯をかけろ、ゆっ

くりだ。 ,,,,一瞬キョトンとした隊員の顔がほころんだ。 南極でみんな経験している常識なのだった。 その

温度で出来た氷はその温度に縮む金属より堅いのだった。 雪上車は何事もなかったようにオングル島に帰り着

いた。 これは決して逆転の発想ではない。 冷静なかつ緻密な観察眼的経験の正転の応用に過ぎないと言うの

が西堀隊長の言葉なのです。 

終戦近い戦時中、万能真空管として有名な真空管に「ソラ」と言う球がありましたが、これは西堀さんが、東芝

真空管研究室長時代に軍部の要請に応えて開発された、フィラメントが切れない球でした。 ヒーター電圧がバ
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ッテリーが揚がり掛けた低電圧でも何とか熱電子エミッションが確保され且つ、充電直後のバッテリーに繋いだ

ラッシュカーレントでもフィラメントが切れないと言うタフな合金を開発、使用されたのでした。 

西堀隊長は越冬隊長を拝命するよりも早く、南極は行きっぱなしだぞ、途中補給は効かないぞ、送信機用の球は

特に、フィラメントが切れないように考えておいて頂戴、と、１番弟子の小石さんに頼んでいた。 それはいい

のだが、、、。 業務用に、送信機を使っていると、割と早い時期に、送信管起因の事故が起きた。 冷えた送

信管を見ても、回路をチェックしても、思い当たる原因はないし第一送り初めはマジに、波は出ていたのが時間

経過後に、球の中で何か起こったと言うことは、、、。 と実験装置を作り、送信管にフィラメント電圧を掛け、

規定より一寸で電圧を上げて観察すると、、、これはイカン、小石君やりすぎだ、フィラメントが随分弛み出す

のだ！そしてグリッドにタッチするのだ。 どうしよう？今度は発想の逆転どころか、真空管を逆さつりにして

実験。 かなり伸びても OK と判明。 じゃ、送信機をひっくり返そう。 業務連絡電報が東芝宛打たれ、ひっ

くり返して使うための注意事項が回答された。 真空管は JA1DO の管轄だが、送信機は、JA1AG 黒川瞭さ

んの管轄。 なんだなんだどうしてなの？ってことになった。 南極では、作間さんが、釣り糸と、縫い糸を出

してきて、ひっくり返しても部品が落っこちないように縛ったり、熱風の通りを良くするためにいくつかのドリ

ル穴を開けで何とか転倒使用で、その後の使用は可能になった。 一方の東芝、フィラメント用の合金の、成分

と、熱処理を再検討しているうちに、もっと凄い、伸び方をする熱処理法があることが判り、偶々そういうヒー

ターがあったら面白いトースターが作れるというトースターの開発係に引き取られて行き、世界初の、パンが焼

けたら自分で飛び出し、冷たいパンを入れると自然にヒーターが入ると同時にパンも入っていって、、、と言う

あのウオーキングトースターともポップアップトースターとも言う今は当たり前の、トースターが昭和３０年代

の途中で急に現れたのは、実は、此の南極第１次越冬隊用の、送信真空管のフィラメントの失敗が、ヒントにな

ったモノなのでした。 失敗は成功の元。 失敗を失敗に終わらせず、成功に結びつけるのも、人間の知恵の大

事な使い方なのです。 
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パピーニュウス第 45 号（2002 年 3 月 17 日号） 

終戦秘話（１） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

∥戦争にまつわるちょっとした事件にも、当時の「帝国陸軍」と言う権勢の化け物が如何に良民を  ∥ 

∥苦しめ社会を苦しめた上に、更にその陸軍内部の下層部の兵隊さん達の心まで踏みにじっていたか ∥ 

∥ということを書き残して二度とこのような戦争も、又社会を毒する権勢の怪物の発生のない世の中に∥ 

∥して戴くためのお役に立てたいと念じて、これまで５０年余、殆ど書き残されたモノのないお話を ∥ 

∥書き留めることにいたしました。                              ∥ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

愛知県立津島中学武器隠匿事件（起の章） 

名古屋の西、濃尾平野のまっただ中に、終戦後１ヶ月余、突如米海兵隊１個旅団が緊急上陸、海部郡全域と中島

郡数か村に戒厳令が敷かれ、公共施設神社仏閣はもとより、当該地域の全戸の床下天井裏仏壇の裏を含む家宅捜

索が虱潰しに行われたこの事件は意外に語り継がれておらず、米兵の泥靴土足で上がり込みいきなり仏壇をひっ

くり返された住民の記憶からも風化して殆ど消えつつあるかのようです。 

何から語り始めたら分かり易いのか、当時の海部郡津島町（市制５０周年現津島市）のはずれ、字狐島に明治３

３年４月開校の愛知県立第三中学、当時津島中学がありました。 明治１７年に、木曽川下流の旧川、佐屋川の

廃川現木曽川の今切以南の付け替え治水工事が終わった砂山を均した上に松並木と共に作られた２０世紀を迎

えるにふさわしい全寮制の中学校でした。 時代は下って、大正時代第１次世界大戦が終わって世界的に軍備が

拡大しすぎて各国経済負担が増し軍縮が叫ばれる。 帝国陸海軍とも、ご多分に漏れず列国からの指摘も受け富

国強兵を叫びたいが叫べず、帝国議会も 2 度に亘って、陸軍軍縮を決議した。 

陸軍もやむなくいわゆる山梨軍縮を断行する。 このとき、軍縮によって行き所のなくなった、多数の小型銃火

器弾薬が、軍事教練用に当時の県立中学、高等学校等に配備されたのでした。 津島中学には、後の昭和１９年

-終戦直前時点ですが水冷式重機関銃 1 門、軽機関銃２丁、擲弾筒４門、３８式歩兵銃３６３丁、陸式手榴弾８

個、呂獲柄付手投弾４個、の他、軽機弾帯２本約９０発、小銃実弾約６０００発、狭窄弾約８００発、赤空包約

４０００発等が銃器庫に収納保管してあり、教練の時間には小銃分解掃除から始まって、構造教育と一応の操作、

空包による発射訓練、訓練後の銃の手入れ法までは習熟させられ、訓練後の手入れは、教官が気に入らなければ、

理由も告げられずに、「よーし！」と言われるまで、日が暮れても何度でも「やり直し」をさせられたモノです。

３８式歩兵銃にも菊の御紋章がついており、手入れが少しでもお粗末では「大元帥陛下の御紋章をなんと心得る

か！」と軍隊ではビンタの雨の対象だったのです。 年に一度必ず行われた、3 月 10 日は又雪の降る特別日で

したが、３０キロ行軍で、教練服腹帯には弾箱牛蒡剣足はゲートル軍靴姿に背嚢に小円匙鉄兜の野戦重装備で肩

に３８式歩兵銃を担いで、津島から桑名まで往復が約３０キロ。 途中木曽・長良・揖斐３川を渡るが、大正の

終わりまでは、人道用の鉄橋がなく渡船だったので、水位の低いときは歩いての渡渉だったという。 ３月 10

日雪の降る中で、腰まで水に浸かって敵前渡河よろしく渡った後、千本松原、幕末の頃薩摩藩士が、大勢犠牲に

なった、油崎治水堤防の治水神社で飯盒炊爨かねて、体を温めても、この３０キロの雪中行軍は中学生にとって

は死ぬる思いであったという。 それはさておき．．．．．。 

昭和１９年１２月９日名古屋大曽根の三菱発動機付近の絨毯爆撃から始まって、名古屋市は灰燼に帰して行くの

ですが、この爆撃以降は、Ｂー２９の爆撃は、進入ルートが定番化してしまった。 硫黄島を発進してまっすぐ

潮岬に達し琵琶湖にあがり直角に曲がって東進すると偏西風に乗って間違いなく名古屋上空に達する。 燃料の

節約にもなるというわけだ。 ３００機以上の大型爆撃機が風に向かって飛ぶのと風に乗って流されるのでは燃

料消費は１回分だけでも大変な差だったに違いない。 こうして西から名古屋に侵入する大挺団の爆撃機群に対

し名古屋西側には高射砲陣地がなかったので、高射砲陣地をやはり佐屋川廃川跡の津島町字河原の神官墓地内に

作り、夜間に備え、照空燈陣地を津島中学の端、松並木のとぎれたあたりに設営した。 B-29 に対してはこれ

らは蟷螂の斧に過ぎなかった。 高射砲弾の破片が町中にいっぱい落ちてきて、家並みの屋根瓦がめちゃめちゃ

に傷ついて雨漏りするようになっただけであった。 高射砲陣地の近くの家は、ガラスに和紙で何重にも目張り

をして、ガラスが微塵に割れても抜け落ちて風が入らないようにしていたという。 こうして敗戦を迎えた。陸

軍の兵隊は陣地をそのまま放り出して逃げてしまった。 

愛知県立津島中学武器隠匿事件（承の章） 

戦争が未だ、せっぱ詰まるより前は、華やかな全体教育、戦時態勢化ムード強化で、学校はと言うと、全員武道

化、即ち、剣道、柔道、あるいは、銃剣術の何れかに属し始業前、放課後及び休日は、指導教官の指揮下に入っ

て、練習を行わなければならなくなった。 昭和 18 年４月に同窓会先輩から学校に、訓練用滑空機１台と、そ
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の格納庫用資材一式が寄贈され、校門前廃川荒れ地をモッコ担ぎで整地して、グライダー滑走練習場にするため

生徒各人が１週間当り５－８時限以上分の労力供出を行った。 私は昭和１９年４月入学したが、ポプラ土手が

残っていて土砂運び整地に週１２時間以上、ポプラ伐採製材作業に週８時間以上働いて、滑空部入部資格を貰っ

た。 夏休みには、250m 滑走は可能なだけの平地が出来た。 その横に格納庫も完成した。 秋の県競技会

で、早くも、個人２種目以上優勝選手も出て、団体優勝もしてしまい新聞社賞のグライダー２機を独占、１２月

には搬入されることになり急遽格納庫の３倍拡張を急がねばならず/~グライダーだけに「飛んだ」嬉しい悲鳴だ、

と河合校長がなれぬ冗談を触れて歩いたのを思い出す。 

この格納庫に新調のグライダーが入った頃、１２月のはじめ、遠州灘沖地震、名古屋三菱発動機付近無差別絨毯

爆撃。 そして我々１年生にも学徒動員令が適用され工場に通勤する身となったのです。 ２年生以上の生徒は

学徒動員で、学年が２つ割れで動員先の違う学年を除いては休日も動員先で教練日を過ごし、学校に出ることは

なかった。 １年生に入学した後は、苗代作り、代掻き、田植え、と近隣農家の農作業優先にかてて加えて、促

成教練と武道錬成に明け暮れていた。 我々の教練は、教練教官退役陸軍中尉池山中尉と、陸軍籍の配属将校予

備役田中少尉であった。 代々生徒が付けたあだ名は、池山教官は「大尉」、田中配属将校は脳味噌が「お留守」。 

何でも罰直（バッチョク）に掛けてシゴキャいいというタイプ。 池山教官なら誰もがついて往くが、お留守が

突撃命令だそうものなら先ずお留守を突き殺してから突撃しようぜが合い言葉だった。 我々の動員先が１工場

だったから、月１日の半舷休日には、半数が退役陸軍伍長水谷某を実戦訓練教育に工場に連れてくるお留守に朝

早くからしごかれる教練日であったのです。 ８月は１７／１８日が半舷づつの教練日、つまり工場を半分休む

予定でした。 ところが７月から３回に亘る艦載機 P-51 の銃撃と硫黄島からの双胴の悪魔 P-38、TBF アベ

ンジャーの銃撃と小型爆弾攻撃で、工場は息の根を止められてしまったのです。 徹夜の復旧工事の甲斐もなく、

復旧でなく残骸整理にしかならなくなったのです。 近くに昔からの自転車の製作所があり、開戦前は全国的に

売れた自転車とリヤカーのメーカー荒井製作所がありました。 我我は廃墟と化したキー６７飛龍に積む３式砲

架や、４発重爆連山改用のハ-211 の燃料ポンプ／潤滑油ポンプの製作は止めて８月１５日午前にこの工場の退

所式を行い、同日午後新たに、元リヤカーを作った機械で木製飛行機を作る予定の荒井製作所の入所式が予定さ

れました。 従って、16/17 日の教練日は学校校庭に集合、銃手入れと射撃訓練と水谷伍長が触れて来ました。  

妙な案配ですがこの予定で行きながら、間に「終戦」が飛び込んだのでした。 

運命の８月１５日。我々２百数十名は、廃墟と化した工場に別れを告げる退所式を終え工場の庭に僅かに残った

藷を掘り上げたのを下げて、昼飯を学校でこの藷と藷の蔓で済ますべく荒井製作所との通り道にある学校へ立ち

寄りました。 正午にラジオで何か重大放送があるから講堂に入って待つよう指示があり、徹夜作業の後、暑い

中を歩いて、ひもじさも一塩の体をようようの思いで、講堂のイスに辛うじて引っかけて、ガンガラ声の講堂の

スピーカーが鳴るのを物憂く聞いていたのを覚えています。 突然級長が何かを叫んだ、とにかく起立した。 腹

は減っていようが眠かろうが、反射作用で体が反応したのでした。 級長の言う大元帥陛下の玉音でありました。 

「朕ここに、世界の大勢と、帝国の現状に鑑み、、、、、」（ああ天皇陛下も眠いのだな！）生まれて初めて聞

いた玉音は中学２年の私の第一印象はこんな、とても口には出せぬはしたない、、、自分の眠さをモロにだした

モノでした。 

やがて、横の列で誰かが、ククッッ、、、と嗚咽をこらえました。 父と長兄を戦死でなくした、Ｙ君でした。 

玉音が終わるや彼は「何だ、コレハ、畜生、親父も、兄貴も、これでは、犬死にじゃネエカ、母ちゃんがあんま

り可愛そう過ぎるジャねえかあ、、」他にも言葉にならない声を発して、泣きじゃくり、慟哭した。 講堂中が

もらい泣きした。 

「お留守の野郎生かしちゃオカネエ。 俺は奴をぶっ殺しに行くぜえ」バッチョク傷の絶え間ないＫが講堂から

走り出ていった。 、、結局Ｋはお留守を見つけきれずその後腑抜けのようになった。 お留守はそれっきり行

方不明。 

翌日、もう戦争は終わったのだから、教練もないだろうがとは思ったが、何の連絡もないから、一応ゲートル姿

で、予定通り集合時間に学校へ行った。 だって、他に着る服はないのだから。 着た切り雀の学校。 いつも

の教練と変わらない、ただ、昨日泣き狂ったＹは、朝早くから、父ちゃんと兄貴の墓所の掃除に行ったとのこと

だった。 「俺は今まで、天皇陛下と国のために生きてきて死ぬ積もりだったが、これからは、生きて生きて生

き抜いて母ちゃんと家族のために活きることにした、学校は後回しだ、悪く思うな。 取りあえず今日は墓所を

きれいに掃除して親父に報告してあやまらんならん。」と朝早く友人の家に知らせに来たそうな。 

その日の教練で、「銃を分解手入れして検査合格したモノから５名ずつ、裏の砂山の実弾射撃場で、２０発づつ

実弾を撃たしてやる。 実は銃器庫にある空包は残り少ないが、実包が６０００発余ある。鬼畜米英を打つはず

であった、しかし日本では織田豊臣の世はいざ知らず、平時では、人を打つモノではなく、キジ山鳥、イノシシ

鹿など獣ヘンの猟に使うべきモノだった。 刀も人切り包丁ではない。 鉄砲も同じだ。 弓矢と同じ、心して

打たねばならぬ。 解ったな。 解ったらカカレエ。」とさすがの古参兵、水谷伍長はこんな訓辞をした。 こ
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うして約２００人が２０発づつ少なくとも４０００発を消費した。 射撃後、当然分解掃除。 特に入念に掃除

したように思う。 

こうして、何とかもやもやは吹っ切れそうに思った。 しかし、Ｙ君のような、何時間も悶え死ぬのじゃないか

と思うほど泣き狂って、朝までに、吹っ切れてお母さんのために、、、と生き返ったほどの１８０度の見事な切

り替えはとても出来なかった。 どちらかと言えば、腑抜けたＫと同類に近かった。 

その後これらの銃を含む銃器庫の収納物が、短時日のうちに、校門前の広い滑空機訓練場のグライダー３機を格

納する格納庫の地面の下に、油紙に包んで隠匿されようとは我々の学年のモノは知らなかった。 全く関わらな

かったからである。 

愛知県立津島中学武器隠匿事件（転の章） 

1945（昭和２０）年の夏はギラギラと暑く、土埃が舞い上がる、無情な夏でした。 その中で、すべてを失っ

て敗戦。 その晩からアメリカ軍が上陸すれば女を見つけて弄ぶ、女子供は山奥に逃がさねば、、、と言うデマ

が、まことしやかにあちこちから囁かれた。 相当な頻度であった。 嘘だとおっしゃる堅物がおいでのようだ

から、歴然とした傍証を示しておく。 現在の高校の日本史の参考書にある。 敗戦から４日目の同年８月１８

日、内務省は戦後初の通達で、各地方の長宛、占領軍向け性的慰安施設の設置開設を指令している、とある。 警

察筋が如何に慌てたか、想像に余りある。（例えば、山川出版社刊「日本史小年表」笠原一男・安田元久編著） 

しかしそんなデマとは裏腹に、いつ上陸していつやってきていたのか気がついたときには、高射砲陣地にも、照

空燈陣地にも、迷彩服に鉄兜姿の海兵隊工作大隊の歩哨が立ち、有刺鉄線が張られた。 やがて８月末、コーン

パイプくわえて、色眼鏡掛けたダグラスが、コンソリデーデット、コンステレーション・バターン号で、厚木飛

行場に降り立って、日本占領憲章宣言すると、その翌日から、アリが這い出てきたかと見まがうほどの数の海兵

隊工作兵がオリーブ色のジープを乗り回し散らして走り回り、高射砲は２－３日で解体されてどこかに姿を消し

た。 照空燈陣地の機械や反射鏡身は、津島中学の運動場に集積されたはじめは、別に近寄るな触るなの標識も

なく、縄張りもなかったので、見に行った。 沢山の芯アリと芯なしのアーク棒の山があったし、ごつい銅板を

何枚も重ねたフレキシブスバーの出た整流器が１０数台もあった。 反射鏡の制御装置は、小型のセルシンモー

ターを多用したモノで、友人はドライバーを持って来ていて、２０個ばかりのセルシンモーターをギヤメカ付き

で外して持ち去った。 

話は前後するが、終戦前のいつ頃からか、中学の柔道場の建屋の床が抜かれ、三菱キー８３高空双発単座戦闘機

の事故機体の輪切りがおいてあった。 こちらの風防ガラスの擦るといい匂いのするポリメタクリル酸メチル有

機硝子も終戦直後全部失敬したのも彼であった。 こうモノが外して持ち去られると、アメリカ兵も気になった

のだろう。 そこいら中に OFF LIMIT の札を掛けたり白ペンで書き殴ったりした。 OFF LIMIT って、何の

こっちゃ？ だった私たち。敵性語とされた英語は習う暇がなかったです。 習ったとしても、なぜ、off limit 

が「立入禁止」なのか？ 絶対直訳出来ないこのセリフ！ 自由主義も民主主義も習っちゃいないのだから。 お

互い自由だとしたら、その自由の範囲には、自づと限界が生じる、なぜなら隣人の自由範囲に知らずに踏み込ん

でいるかも知れないから。 これが自分の自由のリミットを越えて居るぞと言うことで、英語の表現の自由世界

と、日本の官憲支配の世界との１８０度異なる受け止め方の違い。 困ったことです。 

それはさておき、ついに、学校に出てくるなと言うことになって、工作大隊による照空灯の爆破作業が始まった

のです。 放物面鏡のガラスは直径 1.4m 程厚さ 25mm はあって、表面に銀メッキが施され、更に透明釉薬が

焼き付けられている。 かなりの強力爆薬が使われたが、鏡の破片の対角線が２インチ以下に細かく破壊せよが、

隊長命令だったと英語が片言喋れるようになって、工作兵から直接聞いた話だった。 そのころ既に、敗戦から

１ヶ月は経過し、町の本屋に新聞ガミ全紙大の「日米会話必携」だの「米会話ハンドブック」だの、日常米会話

ポケットブックだの、３－４種類の会話本が売り出されていたのです。 イヤ本ではない、紙です。 買って来

て、切りながら半分に 5 回ほど折ると２の５乗 32 枚の裏表、６４頁の本になるモノでした。 友人と３人で一

冊づつ違ったのを買って来て、見せ合い写し合って、３冊分を覚え、町へオフ・デユーテイで出てくる米兵を捕

まえて、本のカタカナ米語を、ベランメエ米語の発音に置き換えて覚えていきました。 そんなある日、急にあ

る早朝、町中にジープが溢れ、鉄兜が迷彩でなく、黒鉄兜とブルー鉄兜の、ＭＰとＳＰが、校長と、英語の先公

と、何と我々３人組を探し始めたのです。 私は校長の家を正確に知っていましたから、ＳＰの隊長に捕まった

直後ジープで河合校長宅に直行しました。 校長は、当時有名な英語学者市河三喜の弟子。 英語は任せだが、

ベランメイの米語は苦手で、その上に正しい英語にいちいち言い直そうとする変な先生癖があった。 とにかく、

ＳＰの隊長が説明した。 グライダー格納庫の砂の中から、数百丁の小銃と弾薬、それに機関銃と擲弾筒などが、

現在も掘り出されつつある、この町と半径２０マイル内の町村に戒厳令を敷き、それを徹底させたい、翻訳と仲

介の労を執って貰いたい。 又、英語を理解し、通訳の役に立ちそうな生徒先生を総動員して、やってくるＭＰ

と、ＳＰの言うことを町村民に解らせる役に任じたい、実は軍側の通訳もいるが、これは、指令及び本部から余
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り離れられない立場にあるので理解してほしい。 暴動と解するととんでもなく収拾が出来ない事態も惹起しか

ねない。 本官は、単純武器隠匿で、武装蜂起を意図したモノでないと考えたが、その状態と数量があまりに多

く、かつ保管状態がきわめてよいのが、司令部の心証を害し事は重大と考えられている。 従って校長は逮捕す

る。 ただし住民をことさら刺激しないため、手錠、捕縄は行わないが、身柄は拘束するので、左様承知願う。 

氷室は解ったかどうか簡単に復唱しろ。 

しどろもどろで、ただ、アイテムバイアイテムで覚えておいたので、敵の使ったボキャもオオム返しして、何と

かナイス、アンダスタンデイング、と信用を得た。 これが忙しい日々が始まる原因でもあったのだが。 

その日の夜ジープが私を迎えに来て、学校に連れていく、用意せよという。 何と教室という教室、そして寄宿

舎、講堂の中まで、兵舎になっていて、溢れた兵隊の群が、滑走路から砂山の土手の方まで、テントを張って無

慮数千名が野営して居るではないか、ジープの分隊長に聞くと、海兵隊一個旅団が、上陸してくるがその数は１

万４千名という。 当時の津島町の人口は疎開流入があって、一万４千なにがし。丁度１対１だ。 夜目にも黒々

と道路を埋めスペースというスペースを埋め尽くしたジープの数。幌かけトラックの数。 

学校に呼び出されたのは、この地区の地図は見つかって、各町の拡大図は工作兵が作成中だが、その文字を全部

横文字に直せ、今夜は徹夜でやってくれ、夜食と朝飯はレーションを支給する。 私はタバコの支給をも要請し

た。 朝会った隊長がチェスターフィールドのカートンを下げてにやにやしながら現れた。 以降、彼が私にモ

ノを頼むときはタバコを下げて現れることになる。 一枚づつ地図が現れ始めた。 青図が撮れるようにトレー

シングペーパーに書かれているが日本字が入っているわけではない、原図を見ながら、大きさの違う拡大図の中

に地名や施設名を書き込むのは全く骨の折れる仕事だった。 このため眠気が吹っ飛んだのは幸いでした。 ３

人組の後２人も連れてこられ、３人になってなかば分業にしてやっていたら、俺達は明日があるから寝るとやっ

てきた、工作兵が暫く、分業でやっている私たちのやり方を見て居て、ファインジョーブと首をすくめて、褒め

ていきました。 ２３歩行ってからポケットからチュウインガムとチョコレートを取り出し、図面台の上に投げ

てよこしました。 

翌日から海兵隊による各戸、各施設の軒並み虱潰しの家宅捜索をするため、この図面を青焼きして各隊に配った

のでした。 その日は私たちは疲れ切って、一日家に帰って寝ていましたが、大問題が起こっていたのでした。 

でっかい大男が多いアメコウは、鴨居で頭をぶつける大騒ぎ、日本の各家庭は、靴も脱がず上がり込んで仏壇を

引っかき回し裏返して調べ、その天井裏までひっぺがすやり方に腹を立て、かけやや、木刀を持ち出して楯突く

モノが各所で現れ、これであの埋められていた武器があれば武装蜂起もあり得ると判断されそうになったことで

した。 ここで例の冷静なＳＰの隊長が、河合校長に意見を求めなかったら、一触即発の危機もあり得たかも。 

あの金ぴかのトリの巣箱や注連縄張ったとトリの巣箱は、祖先を敬うこと誰にも負けぬ日本人が命に代えてでも

守る大事なモノ、その床に土足で上がるだけでも頭に来ているのだから、仏壇に手を掛けてひっくり返せば命が

けで反抗する者も出る、文化の違いを理解してほしい、その配慮がほしい。 出来れば靴は脱いでほしい、仏壇

や神棚には形だけでいい、頭をちょっと下げてから丁寧に扱うように指示してほしい。 多分そうすれば反抗す

る者は居ないはず。 と河合校長が言ったそうな。 翌日、３人組が、その周辺地区の 3 組について行くことに

なった。 なるほど荒っぽい。言葉で説明しにくいのはやって見せた。 これは大成功だった。アメちゃんは、

出来ないのでなく知らないのだと、みんな理解してくれた。 これで殆どにらみ合いは回避され、言葉は通じな

くても冗談が出ることもあった。 どの家からも、どの施設からも、武器らしいモノは出なかった、一番出たモ

ノはネズミの死骸だった。 ネズミの巣が紙幣で作られていた家もあって、敵味方腹を抱えて大笑いした家もあ

ったそうだ。 私の担当ではなかったが。 

別の一隊は、津島神社の宝物殿他床下から近くの沼まで浚ったよし。 そして、重要文化財の、織田信長寄進の

飾りはい刀他の古刀３振りを押収していったらしい。 講和条約成立すれば返還するという英文の預かり証文を

おいて。 ５年余して２振りは帰ったと新聞記事に出た。 １刀は更に２０年ほどして、アメリカの何とか美術

館から、ヒョットかして津島神社の財物が、返却忘れになったモノではないかという付箋付きで、津島市に送ら

れてきた。 外国の美術館の鑑定能力と調査能力の高さに敬服するという新聞記事を見た記憶がある。 

更にこの捜索作業の別の隊が、海兵隊工作艦の製作になる作品の威力を見せてくれた。 一つが、金属探知器で

ある。 現在では、地雷の埋設を地面の上から発見するスキーのストックの化け物のようなあれ、今ならみんな

が知っているが、当時初めてお目に掛かった。 土に埋もれた３寸釘,５寸釘、鎹、鎌の刃などは、検知増幅感度

調整で、見事に検出してしまうモノであった。 蓄電池付きのラジオアンプはかなりの大きさで、検出兵が背中

に背負って、農家の庭や堆肥の山、鶏小屋の中まで、これで、検出を行った。 大変な数の探知センサーとラジ

オアンプが出動したが全部工作艦で作られたモノだと聞いた。 途中からは１つのラジオアンプに複数のセンサ

ーがジャック差込でつけられるタイプになったようでした。 特に防空壕の跡埋め戻した後などを数人で、集中

的に探査するのはこのタイプを使っていました。 今のアニメで言うなら、海兵隊工作艦はドラ右衛門の秘密の

ポケットだったんです。 
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工作艦の作品で、もっとも驚いたのは、スペア部品と、廃材を使って組み立てられた新しい乗り物スクーターの

登場でした。 今あるスクーターの生みの親は、海兵隊工作艦です。 艦上機の尾輪のスペアタイヤが車輪であ

り、ゴムボート用の補助エンジンがエンジンなのでした。 ハンドルや屋台骨のパイプは船の手すりハンドレイ

ルの廃材の利用だとのことでした。 一台現れて、将校用に使われたかと思ったら翌週には、５－６台も配備さ

れ、伝令軍曹用やカメラ班用にオリーブ色塗装のが、SP にはネービーブルー塗装のが走り出しました。 その

生産力の早さ、これでは戦争に勝てるわけがないと思わざるを得ませんでした。 隊員達もはじめは物珍しがっ

て、おいちょっと変われとばかり乗ってみて、悦に入っていました。 今のモノとは比べモノにならぬ、ゴツ臭

い、後部がツンボリ縦長のモノでしたが、その技術力をかいま見せられた思いでした。 

秋だなあーと言う頃、CIA が岐阜県下で水谷元伍長を拘束したと聞かされました。 田中お留守は、全国指名手

配で、CIA と陸軍と MP が捜索しているが、未だ捕まっていないとのことでした。 これで、事件は一挙に終局

に向かうことになりました。 彼が、当時の訓練日記を提出したのです、これには、お留守の指示事項もお留守

の直筆で記入されお留守の署名というか花押も記されていたという事で、この武器の隠匿行為の顛末が克明に記

されていて、責任と命令系統が明らかにされ、米軍が事件の経緯を理解するに十分な証拠となり、その後横浜の

C 級戦犯裁判でも、事実審理済みで、一日で、水谷氏は無罪が宣告された由。 

泰山鳴動して、ネズミ７００匹。泥靴仏壇返しの家宅捜索も、中止となり、その証拠日記の事実検証だけが行わ

れることになり、工作大隊が半数を残し、海兵隊もＳＰもあっと言う間に海の彼方に消えていきました。 ３ヶ

月の予後監視期間と言われましたが、クリスマス前には帰国できると兵隊は喜んでいました。 この前後に学校

の教員室から-校庭の端のポプラの間に、ロングワイヤアンテナが張られ教員室には、無線機と受信機が置かれ

た由で、、生徒は立入禁止となりました。 各ジープにはハンデイートーキイー（BC611）が配備されていま

した。 
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パピーニュウス第 46 号（2002 年 3 月 18 日号） 

終戦秘話（２）占守（シュムシュ）島独立守備隊玉砕記 

千島（キュリル）列島で、戦記に今も名高いのは、単冠(ヒトカップ)湾、それが幌筵（パラムシル）島にあるの

か国後（くなしり）島にあるのか筆者も不勉強で知らないが、ハワイ奇襲攻撃には南雲艦隊の出撃 終集結地で

あったようでトラトラトラには必ず出てきます。 九七艦攻乗組だった JH2PCV 加藤氏も、鹿児島錦江湾で低

空攻撃の訓練を受けた後、挙母教育隊に集まれ、次は松島基地に集合、と行先も小刻みにしか知らされず、松島

から沖待ちの駆逐艦へ小艇で夜陰に乗じてピストン輸送され行き着いた先が寒いヒトカップ湾。 先に待ってい

た空母には、愛機が既に積み込まれていた由。 後はトトト攻撃に向かって、暗い冬の北太平洋の怒濤の中を黙々

と航海した由。 「おいこれは、ハワイかアメリカ攻撃だぞ」と艦内で誰言うとなく囁かれ始めたのが、３日目

だったとか。 「おいそうすると、出航の朝暁暗の中で見たシュムシュ島が陸の見納めか？」「馬鹿を言え、こ

れからハワイでも、アメリカでも好きなところにじゃんじゃん糞が落とせるじゃないか？」、、、。 

そのシュムシュ島は、千島火山列島 北端、僅かばかりの夏の漁師小屋が島に５カ所ほどあった湧き水の周りに

集まっていた他は、越冬住人のない小島であった。 直ぐ南には江戸時代から漁師小屋が、大正以降には定住者

が住み着いた千島列島第三の大島パラムシル島があった。 北端の対岸は、火山半島カムチャツカ、つまり当

時はここが日本 北端北の国境というわけ。 海軍のハワイ攻撃直後、陸軍はここに航空隊と、高射砲隊を含む

独立守備隊を編成強化した。 その後、アリューシャン列島の飲み水のある 2 島を占領、アツツ島を熱田島とキ

スか島を鳴神島と日本名を命名。 守備隊を配置するが、２年後、南洋群島サイパン島の玉砕と前後して、アメ

リカ艦隊の艦砲射撃に屈して２島を放棄、僅かばかりの生存者を海軍駆逐艦で救出、救出不能者は自爆する。 再

びシュムシュ島は 前線となって、１９４５年８月のソ連の対日参戦を迎えることになる。 同年７月、対日戦

中の３国即ち米英中国がポツダムで会談、対日ポツダム宣言で日本に無条件全面降伏を迫った。 ソ連は、ヤル

タ会談で４月から連合国と会談中だが、対日不可侵条約を楯に、漁夫の利を獲んとしたところへ「蚊帳の外」の

ポツダム宣言。 誰だって泡喰うわなあ。 実際には長崎の原爆を見てから宣戦布告と同時に蘇満国境を越えて

満蒙に大挙進入開始、あわてた中国が 8 月 14 日中ソ不可侵条約を締結。 それではとソ連は、取るモノも取り

あえずカムチャツカにあった戦車３２台、兵員７００名余を砲艦２隻で、千島の一番手近なシュムシュ島の占領

に向かわせた。 実はいずれも実弾の補給不足。 まさに取るモノも取りあえず。 うまく行けば日本降伏が先

で無血占領だろうと言うソ連側の読みだったのかもしれないとは、シュムシュ島玉砕総攻撃を指揮させられた、

陸軍航空中尉鈴木氏の談。 以下も氏の談で繋ごう。 

８月１3 日の晩は、航空隊は徹夜だった。前線基地で使い古して半分壊れたような機体を持ってきて、もう半年

以上もエンジン回したこともないし機銃弾の補給もない１式戦闘機「隼」５機を全部暗いうちに飛び出せるよう

整備しろとの守備隊長命令、残ったドラム缶１本にも満たない燃料を５機にほぼ均等に補給せよ、と言う。 ど

うしようと言うのか解らなかったと言う。 北の夏は夜が短い。 守備隊長 H 少佐、副官 E 大尉、参謀 D 大尉、

参謀伝令将校 F 中尉、航空隊長 S 中尉が全員を集め訓辞。 自分たち５名は陸軍命により司令部に出張する、

本日付けを以て鈴木航空少尉が中尉に進級する。 今日にもソ連軍が上陸してくるかもしれぬ。 鈴木中尉の指

揮のもと善戦敢闘以てシュムシュ島を死守せよ。 と。 

「おい、俺達３名は、操縦士３名を帯同するぞ、Ｆと S は自分で飛べるから後から来い。」と早々にそれぞれ２

人乗りして飛び去った。 Ｆは命令だから自分は気が進まないが、、と言いながら飛び去った。 S 中尉は、俺

は霧が晴れてから上空なるべく高く上がって、哨戒してから、どうするか決める。 それまで無線を切るな。 と

ゆっくりたばこに火をつけて、晴れるのを待っていた。 それにしても誰も無線を打ってこないのが少し気にな

ったと言う。 

やがて日が昇ったのか霧が薄れ始めた。 「ジャーな。行くも地獄、残るも地獄だ、幸運を祈るぞ」と握手して

隊長は飛び上がった。 隊長から「敵発見。砲艦２隻。戦車数十台を積んでこちらに向かっている距離２０キロ」、

の意味のトンツーを打ってきた。 了解を叩く。 次の瞬間耳を疑った、「我故障、敵艦に自爆す」。 弾も爆

弾も積まず燃料も少ない隼で、敵艦に当たったところでどうなるというのか。 「馬鹿っ！。止せっ！」とっさ

に口をついては出たが、トンツーにそんな信号はないのが辛かった。 平文で、止せ、帰れ、を繰り返したが無

駄だった。 トンツーも絶えた。 

霧が晴れ上がってみると、吃驚するほどの距離に、甲板に戦車を並べた軍艦２隻が迫っていた。 甲板から、戦

車を岸に上陸させるにはあそこしかないと、工兵隊長が言った。 そこは、高射砲３門が置かれている丘陰から

絶好の打ち下ろしの小さい噴火湾の岸。 敵艦もそれを知っているかのようにそちらに回り込んだ、全員に知ら

ぬ振りせよ、高射砲は下向きに倒し、信管はゼロ信管にして命を待て、を伝える。 湾に近寄るな、を号令。 高

射砲隊から、あそこなら１発で１台づつ壊せると伝令が来る。 船の上のも壊せそうか、とにかくうまくやれ、

近づくまで悟られるなと返す。 しびれが切れるほど待って、漸く日が高くなって、湾に入ってきた、崖の高さ



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

が甲板の高さに合うようになる潮加減を待っていたのだった。 不思議なことに砲艦からの艦砲射撃がないのが

逆に不気味だった。 やがて外海にいる砲艦から大砲が発射されたが、監視兵によるとそれは、砲艦の主砲では

なく、甲板に積載してワイヤロープで固定している曲射砲の発射だった。 

この号砲と共に、崖に横付けした砲艦から戦車がおり始めた、３台降りた途端にこちらの高射砲が一斉に３門火

を噴くとどの戦車も始め白い煙、次の瞬間大爆発黒い煙で見えなくなって、わっと火の手が上がって静かになる。 

距離 100m もないのだ。高射砲の装填時間を狙って、降りようとした２台が鉢合わせして、もたつくのとその

後ろの甲板上の戦車が又撃たれて爆発。 これで、横腹を見せている戦車の砲塔より下キャタピラの直ぐ上を狙

えば、１発で吹っ飛ぶことが明らかとなり、甲板上のそういう位置の戦車を撃ち、更に前向いて降りてこようと

する戦車は上陸して横向いたとたんを狙い、甲板上で動かなくなった戦車を海に押し落とそうと向きを変えても

高射砲の餌食、ではじめの砲艦に積んだ１７－８台は、１時間ほどの間に全滅した。 兵員をおろすことなく、

砲艦は逃げ去った。ここで戦車の揚陸する限り水際で、全滅間違いなしなのだ。 夜遅くなって夜のとばりが訪

れた頃、再び２隻がやってくる気配があった。 夜明けと共に決戦だ、少しでも眠っておけ、炒り米と煎り豆を

頬張って眠る。 艦砲射撃で目が覚めた。 ところが音はすれども弾が飛んでくる音がせず、どこにも着弾しな

い。 ホントにおまえは屁のような。 と誰かが冗談を言った。 後から露助から聞いた話では、この礼砲用の

空砲弾を除いて、６月駆逐艦が長途バルト海から補給してくれた６０００発の弾は、木箱の標識と内容が食い違

っていて、開けてみたら大砲の口径より弾の口径が僅かに１mm ちょっと太いモノだったという。 補給があっ

たことでストックは実弾訓練で撃ち尽くしてしまい、この度の出撃に使おうとして開梱して誤梱包に気づいたの

だそうな。 とんだお笑いだ。誤標記か誤梱包かいずれにせよノーベル平和賞モノだ。 しかしこの朝は島の砂

浜に乗り上げるように近づくと浅瀬に、デレッキで、戦車を釣り落とすように投げ込み始めたという。 この浜

めがけて撃てる高射砲は島の南端にある１門と昨日の３門のうちの１台計２台。 歩兵も手伝って、高射砲弾を

この２門に運ぶ。 戦車が５０台以上あれば叶わないが、２０台以下なら、横さえ向いてくれれば勝ち目はある。 

そんな状況で、８月１５日の朝は明けた。 上陸用舟艇が卸されて敵兵が浜に戦車の周りに寄り添ったところで

ゼロ信管の高射砲の水平戦車砲撃再開。 

戦車は大体攫座するが、厚い外套の露助は用意に倒れない、ウラーと雄叫び挙げて浜へ散開して上がってくる。 

怖いモノ知らずの観がある。 芋畑の中に未だ蛸壺はあるかと部下に尋ねると、訓練蛸壺なら１０個ちゃんと残

っていますと言う。 おい古刀持っている者は切り込むぞ集まれ、１０人でいい。 と言いながら芋畑まで匍匐

前進、蛸壺に這い込む。 そうとは知らずに小銃片手に何か言いながら通り過ぎようとする奴に声を掛けて振り

向いたところを抜き打ちに切り上げる。 露助の外套は容易に切れない、仕方なく返す刀で喉突きに突く。 鈴

木氏は、明大時代戦前 後の全日本学生剣道大会の優勝者剣道４段。 武道専問学校の並み居る５段を全部突き

で破っての優勝と言う。 これで、１０人ほどで、１０人ほどの露助を斬ると水打ち際からのこのこ出てこなく

なってしまった。 ２門の高射砲も、戦車が釣り落とされるたびに、砲塔を回し切らぬうちに、掴座もしくは破

壊してしまうとその数１４台ほどで戦車は品切れ、その戦車の残骸を楯に数百名の露助が引き潮の浜に、小銃の

濡れていないのが一番前にいて、人影のありそうな芋畑あたりにバラバラ打ちかけて来たりした。 砲艦の上か

ら機関銃が木陰を狙って打ちかけてくる以外昨日の曲射砲もなく、機関銃はこの一丁らしい。 この機関銃の弾

が残り少なくなって惜しくなってきた頃に総攻撃を掛けることにしよう。 船に未だこのくらい残っているとし

てもほぼ頭数は１対２。 後の腹ごしらえして、丁度１２時、切りもよし、ここで玉砕総攻撃と行こうと各隊

に伝令をとばす。 １２時に用意の電文を打電、 後の爆薬で、無線機を破壊。 連隊旗を腹に巻く。 「８月

１５日正午、司令部宛、本電文打電後、無線機を破壊し、占守島独立守備隊、隊長陸軍航空中尉鈴木健以下３６

２名、皇国の武運、皇運の長久を祈って上陸ソ連軍に対し総攻撃を敢行玉砕せんとす。天皇陛下万歳。、、、、」 

「小銃は近づいて敵が発砲しても必ず当たる距離までは打つな、腰だめで全弾撃て」とあらかじめ訓辞、さて行

くぞと全員横隊に並んで、浜に向かって歩き出したとき、小隊長が叫んだ、「敵は白旗を掲げた。トマーレー全

員伏せ。」何がなんだか解らなくなった。 頭の中真っ白。 暫くして、我に返ったとき、敵の将校が２人民間

人のようなのを連れて白旗を掲げて歩いてくるのが見えた。 「我々は一応降伏するが、日本はポツダム宣言を

受諾して戦争は終わった。 つまり君たちは死んではならない、我々に降伏し、次の我々の提案を受け入れるべ

きだ。 ラジオは聴いていないのか、先ほど１２時から、日本の天皇陛下の玉音放送があり、帝国臣民に対し速

やかに戦争をやめよとの放送があった。 船にラジオを用意している。 もしどうしても我々を信用できないな

ら、ピストルを持って我々の船に来てラジオを聴いてよい。 ５人までなら短艇で運べる。  どうするか。、、、、」

１０ｍほどのところから通訳の男がしゃべりながら両手を挙げて、はっきりした日本語でこう言いながら近づい

てきた。 小隊長が、手旗信号の出来る兵を連れ、小銃を持ちもう一人、剣術の強い曹長が軍刀をたづさえて船

にゆくことになった。 １０分ほどして、信号兵が、「無線司令部からも終戦通報が出ているし、日本の大将鈴

木貫太郎首相閣下もラヂオで停戦を呼びかけた」と手旗で知らせてきた。 

こうして、全員玉砕は、その寸前で避けられた。ソ連軍は戦車３２台損壊と兵員１５０名ほどが戦死、１０数人

が怪我しているという事だった。 「戦いは馬鹿なことだね。 先日も日本飛行機が１機、撃墜しないのに船の
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そばに落ちてきたよ」とこのイルクーツクの伝統ある日本語学校で日本語を習った通訳が、後日鈴木氏に語った

そうだ。 隼で飛び立った８人が全員行方不明。 それだけが、シュムシュ島の人的損害のすべてだった。 こ

の８人も飛行機で飛び上がらなければ、生き延びることが出来たかもしれなかったのに。陸軍の飛行機乗りは海

の上での航法を知らない。 しかも燃料はわずか。 ただ逃げたいの一心以外の何者でもなかったらしい。 

「俺達幹部は逃げる。 逃げたことを知ったおまえ達を生かして置くわけには行かぬ。 俺達が居なくなった後

敵軍が来たら、玉砕せよ。 もし敵が来なければ、あの島にはもう誰もいないと報告しておくから餓死せよ」と

言うわけです。 陸軍の上層部のエゴだったのです。 上層部の期待に反し、幸いにも弾の足りない敵が来た。 

戦闘には勝った独立守備隊３６３名は日本が負けたことでシベリヤに送られ、３年の使役の後３３４名が生きて

舞鶴の地を踏んだそうです。 帝国陸軍というのは、奇々怪々な人殺し集団だったのです。 心ある人が偶々居

ても、よほどのチャンスに恵まれなければ、下っ端の兵隊さんは束ねられて戦火の中に葬り去られてしまうこと

が多かったのでした。 
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パピーニュウス第 47 号（200２年 3 月２０日号） 

戦後のアマチュア無線史（25）：女性のアマチュア無線界への登場 

戦前、日本にはアマチュア無線という概念は存在しなかった。 世の中すべては、「お上の」取り仕切ることで

あり、庶民は諸式において、何事によらず、取り仕切られる側であった。 世界でアマチュア無線が存在しても、

大日本帝国においては、そのままが取り入れられることがなかった。 官制のモノの他は１０把 1 絡げで、昭和

初年頃から私設無線電信電話実験局取締法下に置かれた。 法が先にあって無線局が出来るのでなくて野放しの

未踏分野に先に出来て存在した無線局を後から法を作って取締まる、従って、取締法から始まっている。 むろ

ん、法律もドンドン改正されたし、局も１０数年で、２７０局ほどに増加した。 アマチュア従事者の免許は独

立したモノでなく、局の落成検査の際、通信実技試験と運用資金源の聴取は厳しく行われたようです。  此の

時代、極普通の個人私設無線電信電話実験局の免許を取られた女性は、杉田兄妹の妹千代乃さんだけでした。 戦

後も婚姓鈴木さん小田原方面にご健在の様でした。 

戦前お兄さんが免許申請され、落成検査前に病状急変して亡くなられ、免許が勿体ないと、近所、友人寄りより

妹さんを励まし指導訓練して、初の YL 局を育てたという美談付き。 結婚相手の鈴木さんが、その手の方かど

うかは、聴いていない。 １９４０年は、日本にとって特別の年であった。東京オリンピックこそは国際情勢急

を告げ日本は中国侵略から手を引かないので、キャンセルされて火は消えたが、神武天皇建国皇紀２６００年と

言う騒ぎに、国中おかしくも狂っていた。 この中で、「軍国日本」の大芝居、富士の裾野の陸軍全軍参加の紅

白に分かれての大演習が行われ、大元帥天皇陛下が天覧されるという馬鹿行事が行われた。 天皇の御座所近く

に通信本部をしつらえ、報国無線隊（戦時統率されたアマチュア局）が無線報告をやりとりするのを天皇陛下に

見ていただこうと、それには、婦人も戦争参加しているスタイルが良かろうと、軍部の口利きが入り、此の年の

逓信省電報局の婦人技手の全国大会優勝者がトンツーを叩くことになり、大会優勝者の尾台妙子さんが、天覧Ｃ

Ｗ送受の栄えある大任を果たした。 戦前女性ハムは２人と数える方は尾台さんを数えるが、局数としては、杉

田千代乃さんを数えるのみと言うのがむしろ正解。 電報局の電信技手として電報送受のトンツウー電鍵の叩け

る女性は全国にゴマンと居たわけですから。 むしろ戦前此の職種は紡績女工より高度な女性職種として女性の

あこがれの職業だったわけですから。 

１９４１年１２月８日無線封鎖。 １９４５年８月１５日敗戦。 ２００万人以上の男性が死に、しかし外地か

ら、又そのくらいの引揚者が、兵隊の職をなくして引き上げてきた。 国内でも除隊はじめ失業者が溢れた。 戦

時中女性職業だった電報局技手は又男性に奪い返され始めた。 トンツー知っている女性は、今の世に比べると、

当時の方が遥かに多かったのです。 但し無線でなく、電報、有線でした。 朝日新聞の社会部小林記者が、日

本にアマチュア無線が出来て、１年半ほど経った１９５４年１月、朝日新聞夕刊に CQ,CQ と言う特集囲み記事

を２週間１０日分連載した時は未だ JA1FM 富平無線研究所のお嬢さん、富平静代さんが局免許を取っていた

に過ぎなかった。 小林記者は、此の特集記事では、JA1FM が、ハワイの２世 KH6IJ 野瀬堅志さんとの QSO

の話を引用して、世界中に女性のハムが沢山活躍しているから、日本にも女性ハムが沢山誕生するといいですね

と言った話を載せていました。 その後、確かにぼちぼち、各地に女性ハムが免許を取り始めたようでした。 

関東エリアでは JA1FM の次は、１９５４年に３文字に入ってから、JA1AEQ（たしか JA1PK の奥さん）更

に１９５５年２文字に戻って JA1YL（JA1CO の奥さん）が、東海エリアでは、JA2YL 山本さんが腕に覚え

の素晴らしいＣＷで。 近畿、中国、四国は記憶にない。 九州では、２文字時代に、JA6KH と JA6PR の２

局の独身女性が免許、と思ったのにアッと言う間に、それぞれ九州男児が奥さんにしてしまった。 東北も記憶

にない。 北海道は偶然か JA8FM。 北陸では、少し後になるが、無線は何番めかの趣味で、ホントの趣味は

太陽面の観測という女性局が２文字コール JA9NB で出現。 信越方面では、ラジオ・電器商会社の女性社長

JA0EC と女性達が、免許を取得されては来た。 

それでも、何度目かおしゃべりチャックと彼のブレイン達と高田馬場ホテルでの夜明かしの話題が、若い女性局

を増やすには？という話になった。 小林記者は夜明かし参加はないが、帰りがけに、チャックがおしゃべり止

せば女性は増えるよ確実に、と捨てぜりふを残した。 この時は JA1BBO が居た。 exJA1IO、ハム再開頃

まで、各ラジオ雑誌のＳＷＬ-DX 欄の常連で、殊に「暁の超特級」受信と異名をとっていた小林知司氏。 家業

の製パン業のせいで、「早起きなら世界で第１パン！」としゃれたつもりだが、知ってるモノは「ナニ１日に 2

回寝て朝早く１回ダケ起きるのさ」とスゲない。 ブランドは第一でなく日進堂パン店だった。 

ここで、後に言われる「ブレンストーミング」のようにして、ハムになるＹＬ教室を、やれないだろうかという

事が、議論された。 直ぐにやれそうな具体案は出来なかったが、西武クラブの懸案事項に提案しよう、アロハ・

ハワイの耳に入れておこうと言うことになっていた。 

戦後のアマチュア無線史（26）：西武クラブの青ヶ島ペデイ 
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西武クラブは、JA1A**の３文字の初めの頃の局が、西武池袋線沿線に割と多く出来て、 池袋の西武百貨店の

屋上に３３５５集まって、自然発生的に情報交換しているうちに、豊島園や、JA1AH の設置場所ユネスコ村の

ある西武遊園地等で知り合ったハムがドンドンリンクして出来ていったクラブだったようです。 当時の学生、

若者が多く、精力的に真面目に何かをしようと動く人が居て盛り上がり、結構プロジェクテイブな行事を企画実

行するクラブで、西武コングロマリット本部に働きかけて、資金を引き出すこともあった。 当時有名なプロジ

ェクトとしては青ヶ島訪問、ハム運用を行った日本で本格的なグループペデイションのハシリがある。 当時電

気そのものさえなかった 南海の絶海の孤島へ、僻地教育の教師として姉が赴任することになったハム上野君の

両親が電気がない生活、医者も郵便局も電報局もない島での生活を心配、とにかく付いていって見てきてくれと

言い出したのが事の起こり。 娘を送り出す親の身になれば当然のこと。 これに上野君も属する西武クラブの

面々が黙っているはずがない。 アッと言う間にプロジェクトを組んで、発発から、バッテリ等も調達携帯無線

機も組み上げて、小遣いを出し合って、旅費を調達。 何人かが次の船便まで島生活を送ることが出来る程度の

資金を集めた。 青ヶ島からの電波が萬に一つ本土に届かない場合のフォロウ基地として、寄港地伊東と八丈島

に無線機と隊員を一人ずつ残して青ヶ島に着いた。 初めは何しに？又金儲けに来たかと冷たかった島民も、島

に電気が灯りラジオが鳴り、アマチュアが何か言うと返事が返ってくる箱に段々興味を示し、誰に頼まれたわけ

でもなく学校の遠足に返事をする箱を持って付いてきたのにブッたまげた。 船が来る前の日に運動会があり、

アマチュアは、返事の来る箱を壊して拡声器を作り、運動会の進行に、マイク・スピーカーを使い校長先生の挨

拶も本土並に、雷の声ほどに島中に響きわたった。 その晩は、油の続く限り発発を回して電灯をつけ、島民は

皆集まって夜遅くまで電気のある生活の夢を語り合ったという。 

小林記者は、此の青ヶ島渡航記を夕刊に囲み連載３回で紹介した。 東京都知事が眼にして、電気がないために

電話もなく、島民が都民でありながら選挙権も行使出来ていないことに気づいた。 このために臨時予算が組ま

れ、又此の記事によって全国から集まった浄財も足して、島に発電機と無線電話が設置されることになった。 も

ちろん島に選挙権がやってきた。 先年個人で、青ヶ島ペデイションをされた JH1HUK 大島譲氏は、島の人た

ちが、そのときの西武クラブの面々の名前を全部記憶していて、あの人達には足を向けて寝られない貴重な文化

というモノを戴いた、お陰で後から都政も付いてきた、よろしく伝えてほしいと言われ、島の人々から託された

伝言をＱＳＰする為に、その方々の現住所を調べ、全部回られ青ヶ島の人々が受けた感銘の大きさにとても驚い

ておられる。 

おしゃべりチャックは、此のペデイでは、サポート隊だった。 結核の外科治療で片肺ともう一つも１／３を切

除している彼は水に浮かないのだ。 しぼんだ水枕なのだ。 かなり悔しがっていたが気を取り直して、本格的

に YL ハム教室の実現のために策を練る。 いざというときには小林記者に記事を書いて貰うと頼んだらしい、

岡山玉野の私の勤務先の会社に、小林記者から長距離電話が掛かり、朝日新聞社会部というモノだから、夜は電

話交換は守衛が取るので、会社中社宅も寮も大騒ぎ、三交代係員の私は現場で２番方勤務中。 後から電話する

カラと番号を控えさせて、後から電話してみると「何か新聞に書いて応援してやりたいが、いい知恵はないか？」 

仕方なく、近々女性のためのハム教室が開かれそうだという記事の下請けをやった。 

今もある朝日新聞社会面の隅の青鉛筆欄である。 日本全国から２5０通を越える葉書の反響が朝日新聞にあっ

たと聞いた。 うち関東地区で１５０通ほど。 チャックは慌てたらしい。 手に負えないかも知れないと、ア

ロハ・ハワイ兄に泣きついた。 丁度そのころから、私は３交代の他に工程研究のテーマを受けて、メチャ忙し

くなって、無線どころでなくなり、出張も東京でなく岡山大学の地学教室に出かける態勢に変わって、寮に食事

と着替えに帰る他は殆どを会社で過ごしていたので、女子大計画は知らぬまま半年ほど経っていた。 

ある日、４キロほど離れた玉野のＳＷＬ JA4-1051 の中学生が、工場の門に自転車で駆けつけてきて、私に

面会を求めて居るというので、構内電話で話をした。 毎朝 JA1KC のお早う点呼で、JA4HL の声が全くない

ことを心配して、さっきも７メガで、JA6AS 坊さんハムに頼んでお経上げて貰うかどうか相談してましたよ、

と言う話。 この日ばかりは定時で帰って７メガに。 JA1KC は出てこなかったが、JA1AFU だったと思う

が、ハム女子大を始めることになりました。 Japan Amateur for Happy Love (=JA4HL)には、校外幹事、

実技演習アンテナ建設指導係を命ずるという辞令を作っていましたよ。 よろしくお願いします、と。 エエッ

ツ ！ 世にも名高き欠席裁判。 

戦後アマチュア無線史（27）：ハム女子大の開講 

当時は未だ JARL は単なる任意団体で、事務局も文京区西丸町在の CQ 出版社に間借りしている有様で、講習

会が出来る状態でなく、JA1AH 小宮兄が打診されたようですが、連盟としては将来計画にはあるが、特に YL

対象だからとて、急に主催するわけには行かないと言う返事で、西武クラブが、池袋の西武百貨店の催し物スペ

ースの一室を無償貸与を受けて、クラブ外からも講師を迎えて、開催することになり、例によって小林記者が、

朝日新聞に囲み記事で紹介した。 此の記事には、西武クラブ宛に申し込むように 宛先が掲載されたにも関わ

らずクチコミが激しかったらしく、朝日新聞と西武百貨店宛に申し込みや問い合わせが各５０件を越えたという。 
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先着６０名で一応締め切ったつもりの西武クラブは、飛び上がって驚くことになる。 「当日受付はどちらでし

ょう？」と言う申し込みの列が開店前のデパートの正面玄関に出来たとのデパートの守衛室からの電話。 クラ

ブの数人が列に謝絶に行って見れば、電話で締め切られたのはホンの数人だがほかに、立ち見席で聴講可能だろ

うからそれでいいからと言うＹＬなんと２０数人、中には伊豆から朝６時に出てきたという人、大月の在から４

時に出てきたという人、丁重にお断り してお引き取りをと言っても帰らず、とうとう開場した教室にまで押し

掛けてきて、教室の後ろと窓を開け放った廊下に立ち見席を作って、８５名ほどの生徒で授業を始めたという。 

結局翌年の春まで掛かるのですが、８２名が目出度く卒業していますから、途中落伍者は僅々３名。その熱意の

程に感心させられました。 

私自身は、参加できませんでしたから、講師、教材などはどなたがどんなモノをか具体的には判っていません。 

が、当時西武クラブに居て、当時は大学生でハム女子大講師をやって自信をつけ、その後大学院に残り、大学の

先生になった人が、複数居ます。 相当真剣に教え、且つ生徒も判るまで学んだ様でした。 当時ハムをやろう、

開局しようとすれば、日本では、送信機、受信機、アンテナを自作しなければならず（サラリーマンの平均月収

１萬５千円の時代では、米国製送信機、受信機は輸入してそれぞれ中古で３０万円づつとして、丸４年間飲まず

食わずの価格だったのです）結局ハム女子大でも、自分で国家試験に合格できる知識だけでは駄目で、自分で受

信機、送信機、電源、アンテナを作り、且つ調整できる、技能と実技を身につけることに主眼をおいたのでした。 

私が参加したのは、翌年春先から始まった製作実技指導、手直し、調整法の実地指導とアンテナ建設指導と言う

名のドカタ手伝い。 毎週週末業務で東京出張という訳には行かない平サラリーマンの身。 自腹も切り、片道

出張も願い出、出張業務も作り、随分頑張った。 時々立ち寄るＣＱ出版の小澤編集長が「ハッピーラブ（HL）

もヨウやるわい」皮肉っぽい薄笑いで「編集後記に４ＨＬはＹＬ好き書いといたぞ！」デス と。 

どうしても書き残したいことがいくつか。 まづ当時の世相の背景。 田舎から東京にポット出たら東京が又、

戦後のバラック建て復興時並に、そこいら中メッチャ土埃っぽくなっていた。 ５年後の東京オリン ピックに

向かって、戦前東京大改造の都市計画の根本、そこら中の大引っ越しに着手されていたのでした。 折角戦災を

免れた家並みも、なけなしの庶民の涙と汗の結晶の焼け跡のバラック住宅も、お国のための経済復興の足がかり

の東京オリンピックで、世界の国に新しい東京を見て貰わねば、、と新しい線引きに引っかかった人は有無を言

わさず替え地に引っ越さされ、引っ越した数日後には取り壊され、道路になってしまうか、別の人の替え地のた

めに分筆されてしまう有様でした。 ブルドーザーやダンプトラックも沢山はない時代、人力人足土方 後の大

都市計画がたっぷり５年以上続いたのでした。 

一方家電工業界。東京にも未だまちなかに、大手電機会社の大工場が稼働していた。 例えば、港区三田四国町

には NEC 日本電気の四国町工場があって、当時 新式の、タクト・コンベアーラインによる TV セット（黒白、

真空管の時代）の組立工場があって、多くの女子組立員達が、半田鏝を振り回して、コンベヤーラインに振回さ

れて立ち働いていた。 この人達の半田付け、半田上げの手際の良さ、仕上がりの見事さは、半端じゃなかった。 

実は、ハム女子大の生徒の中にもその種、半田付けラインの熟練技能者が複数居られたのです。 他のことでは

先生顔して教え、且つやって見せていた先生側も、事配線、殊に半田付けの実技に至っては、マッツァオ！口を

ポッカーンと開けて暫く放心。 「済みません、あなたの半田鏝でなく私の鏝、半田、ペーストで、やって見せ

ていただけませんか」「いいですよ、別に種も仕掛けもありませんから」で、鏝の先端と溶けた半田に一瞬鋭い

彼女の視線が走った次の瞬間、もう見事な仕上がり。 誰の鏝でも半田でも、たまに先端を鏝先磨きのステン毛

でチョチョと擦るだけで、誰の鏝でも使いこなしてしまう。 指導員の余得で昼弁当の時間にその一人とインタ

ービューする機会を得た。 

Ｔさんは幼い頃から、おままごとやお人形さんごっこより、なぜか木登り、虫いじり、縄跳び、などの方が好き

で、小学校に入る頃から、蓄音機やラジオの中にはどんなコビトが入っているのか、学校で勉強したかったのだ

そうです。 学校帰りに偶然ラジオ屋さんがラジオを裸にしているのを見てコビトが入っていなくて、一寸がっ

かりだったけど、変に反射する真空管のガラスの艶光に魅せられて、暗くなるまで、ラジオ屋さんで遊ぶように

なったのだそうです。 就職で、電気会社のテレビ工場で、働くことが決まったとき、もう心は有頂天で電波と

同じエーテル空間に飛んでいる思いだったとか。 実際には同じ事を朝から夕方まで、時によるまで繰り返す、

タカが世に言う女工ですが、７年も半田ズケ一途にやれば軽く延べ１千万萬カ所くらいの半田付けの経験の蓄積

にはなっているでしょうから、温度が色つやで見えるって言うのかなあ、見えた途端に手が行くのですよね、殆

ど無意識ですよ。 それともう１年ほどは、ラインの班長というと聞こえはいいのですが、遊撃要員で、トラブ

ッタ人、休憩時間外にトイレに行く人、小休止の人の代わりに入る役で、弘法筆を選ばずで、その人のハンダご

てを引き継いでその人の代わりを直ぐ出来なければなりません、その人がラインに戻って直ぐ又その人に引き継

ぐとき、あっ、班長も大してうまくないわと思われたく無いじゃありませんか。 必死ですよ、ラインのリズム

に乗らないと行けません、これが小さいときからうまかった縄跳びのあの縄を跳ぶ瞬間以外に一回空踏みするあ

の要領なのですよ。 毎日緊張の連続では身も心もくたくたですから、好きな真空管使って何か作って自分の力
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が試せるのならと思って、応募したのですが、知らない人と話をするというのは、余り気が進まないし、トンツ

ウは難しそうだし、、、。 何事も、世の中一筋縄では、、。 でも国家試験は受けて局の申請まではやって見

るつもりで居ます。、、、（続く） 
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パピーニュウス第 48 号（2002 年 3 月 25 日号） 

戦後のアマチュア無線史(28)：ハム女子大卒業生達の開局 

そんな受信機、送信機の組立ラインで毎日「正しい」組立方法・ユニット操作に熟達した方から、ラヂオの中を

見るのも始めて、増して、アルミシャーシーにハンドドリルで穴を開けるなどは考えもしなかったお嬢様タイプ

まで、ラジオ工作実技を教え、その作業を各個に指導するのは大変で、ほぼ同じレベルの 3-4 人にローカル的

に集まって貰って、指導する方も２－３人で組んで出向き、一挙に仕上げながら巡回するグループ分散方式で進

めた。 西武クラブのメンバーの他に、その友人などが、進んで、アゴアシ自腹、手弁当でセッセコお手伝いい

ただいた。 殆どの方が、当時のアマチュア無線局の定番：受信機は短波用高周波一段中間周波二段,BFO 付低

周波２段のいわゆる高１中２で９球-10 球受信機と、送信機は、水晶制御発振 6AG7（or GT）-終段出力

UY-807 を低周波出力管 6L6（or GT）でハイシング変調する電源まで入れて、３段ラックになる様なモノで

した。 水晶が３．５メガで終段出力が７メガの時はおとなしい送信部も、水晶周波数と終段が同じ周波数にな

ると、急に暴れ自己発振に見舞われ、807 の袴だけではどうにも止まらず、プレートから中和コンデンサーを

介してグリッド回路に負帰還を掛けて予防しました。 金石舎の新品水晶が当時指定周波数では１個\2000。 

（サラリーマンの平均月収￥１５Ｋの時代）水晶割でもしたら涙がチョチョ切れる時代。 現場臨機応変対策。 

こうして、彼女たちがそれぞれに涙と汗の結晶として仕上げた受信機送信機に火が入り、直ぐにマジに音が出る

モノ７０％配線チェックの思い違いや早とちりを手直しして、片っ端から調整法を指導し受信機 3.5-7 メガで

アマチュア無線が受信出来彼女たちの眼が一様に輝きだした日の事は忘れられない。 送信機は電気スタンドに

４０Ｗほどの電球をさして、出力を繋いでダミーロードとして 終調整し、変調度など又音声のモニター用に、

７メガ用の鉱石ラジオを作らせて活用させました。 

話は前後しますが、開校から半年足らずの国家試験はホンの数名の合格者でしたが、此の実地指導にかかる前の

２月期の国家試験で大量５４名かの合格者が出、四月初めだったか万歳しましたね。 終調整前に、殆どの人

が、無線局申請書、工事事項書等を書き上げていて、先ず従事者免許の申請、従事者免許番号を問い合わせて判

った途端に、無線局従事者選任届に番号を記入し他の必要書類と共に、無線局申請しました。 

これらの方々で覚えているコールサインは JA1DAL（CQ 誌のカラー表紙）辺りから JA1DLA（半田付けの

達人）辺りまでに５０局前後のコールサインが見られました。 東京の真ん中で、オリンピック競技場や選手村、

オリンピック道路の建設のさなかで引っ越しが決まらず申請に苦労された方々が多かったのです。 此の引っ越

し大変な方では JA1ENE で免許を取られた方を覚えています。 

彼女らの 大の難関は、アンテナの建設でした。 今のような重機があるわけではなくドカタ作業で、立てる時

代でしたから。 それも、竹屋から竹竿を買って担いで運んできて、スコップで穴掘って杭打ちして、竹竿を立

てて、、、大体男兄弟とその友達に頼んで建てられたようでしたが、ご自身ももんぺに手拭いホッカブリでドカ

タ仕事を手伝われた方もかなりおありのようで、後年スナップ写真を見せていただいて昔話をお聞かせいただい

たことも今は懐かしい思い出。 

当時は、同軸ケーブルは輸入資材で、中古品でも今の新品の倍くらいの価格。 給料が今の３０分の１くらいで

すから５０倍くらいの高嶺の花。 竹竿１本で、インバーテッドＶなんて出来っこない時代。 洗濯竿として、

竹竿は未だ日常必需品だったし、古金屋へ行けば、家屋解体時の屋内配線の２mm 程の被覆銅線が、裸線の半値

以下で入手出来、昭和初期の被覆線だからナイフ１本で簡単に剥くことが出来てたき火に放り込んでなま暖かい

打ちに、引っ張れるだけ引っ張ってまっすぐ伸ばし、そのままアンテナに張っておけば、 初２ー３回弛みを伸

ばせば、後は時効硬化で、ほぼ伸びなくなったモノです。 鉄と銅は焼入れ焼鈍しが逆。 鉄は急冷によって焼

きが入るので、金物は皆同じだろうと、たき火して銅線を焼いて、被覆を取り焼きを入れようとバケツで水を掛

けた馬鹿が居る。 銅線は焼きが入るどころかくにゃくにゃになって正体が無くなり取り扱いにさえ困るほど。 

呉々もご用心。 特に、電車のトロリー等硬銅線は、熱処理を誤れば、箸にも棒にも掛からない。 針金竹竿ア

ンテナ自作経験者は、好むと好まざるとに関わらず身を持って体験させられたわけです。 此の弛み除去のため

にも、アンテナの電気長調節のためにも竹竿の先にはロープをつけた滑車をつけてそのロープにエレメントを繋

ぐことを励行したモノです。 

当時の、第２級アマチュアの従事範囲は、３．５／７メガと５０メガ以上でしたから一本のアンテナで 3.5 と７

に同調させるには、エレメント長 42m にその中央に 21m の梯子フィーダーを繋いで給電するダブレット・ア

ンテナが好適でした。 勿論、７メガだけでも其のそれぞれ１／２長さで、梯子フィーダーで作れば、ダブレッ

トと称しました。 ４２m 長では真ん中が自重でずんだれてしまうので、当然真ん中にも支柱を入れて３本マス

トでした。 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

このアンテナ建てる作業を、JA7DE、JA1KC、JA1AFU、その他のメンバーとあちこち巡回して行いました。 

落成届け、試験電波発射届けを提出してありましたから、アンテナ張ると同時に、設備の 終チェックを行い試

験電波を発射して貰いました。 家のトイレを使わせていただき、shack に上がらせていただくわけですが、某

局では家の中廊下と言わず部屋と言わず、お嫁入り道具、家具が並んでいたのに吃驚残念しました。 

 チャック 「何、お嫁に行ってしまうんかい？無線局はどうする？」 

 YL 局  「自作それも殆ど手伝って貰ったモノでしょ、お嫁入り道具に相応しく 

      ないから、持っていかない。 私が又無線したくなればハズが買ってくれる 

      約束にしてあるの。 アメリカの送信機５０萬、受信機５０萬合計１００萬も 

      持っていけばいいでしょう？」 

 一同  「◆△▽→※↓←△◎▽☆＊∪§∞？！？」ぎゃふん。 

     「 -------- ！」 

 YL 局  「エー？アタクシ何か気になること言ったかしら？」 

 一同  「ごちそうサマー！」、、、、、（ポ・ケ・ー！） 

戦後のアマチュア無線史（29）：ハム女子大クラブ局 JA1YAB など 

殆どのハム女子大の卒業生が、従事者免許と、局免許を取りコールブックに JA1D※※-JA1E※※までにバラ

バラと５4 局のコールサインが掲載されたこの年、日本の電波・放送界に官僚政治が復活する一大法改正が行わ

れ施行された。 ここに日本のアマチュア無線局は終わりを告げ、法的には、単なるアマチュア局となった。 こ

の稿のタイトルを、アマチュア無線史/それも戦後の、とすると、まさにここで稿を終わらねばならないです。 

無線局としての１カテゴリーを離れて、法的な規則の束縛から離れたのはいいのですが、なんだか訳の分からな

い事が、いっぱい起こってきたように思います。 どうでもいいことかも知れませんが、無線局運用規則にはな

い「ハローＣＱ」と言う「国籍不明の接頭語」を付けたＣＱが横行し始めたのに象徴されるでしょう。 実際に

使っている人に聞いてみるといい。 「ha＼rou」は英語でしょうが？と開き直る。 何が英語なモノか、英語

圏では Hello でアクセントは[he／lou]で発音アクセントとも似ても似つかない。 まさに国籍不明。 誰の造

語かは知らないが、日本語と思わねば、TOEIC でも英検でも通るまい。 スペイン語はオーラ、フランス語は

アロ、中国語は「ue／i」で[ha＼rou]は日本以外のどこにも見あたらない。 これがこのころから始まって、「ア

マチュア局」時代の象徴となっている。 閑話休題。 

法改正で、無線局の範疇から抜け出し「アマチュア局」となって早速出来たことが、局申請に無線従事者選任届

が要らなくなったのは当然が更に一歩踏み込んで、クラブ局が許可されることになったことだった。 

秋口に既にチャックは、おそらく年末に許可になると読んでいて、電監局に通って、通達前に手続きを聞き出し

ハム女子大クラブの社団局の申請書を一番乗りで、提出していた。 しかし、１２月２５日、社団局許可の通達

がでて、翌年１月に届いた予備免許状には JA1YAA のコールと違って２番目の、JA1YAB がタイプされてい

た。 電波監理局関係のお役人の OＢのクラブが出来、免許部免許課に圧力を掛けて、後から申請にも関わらず

強引に JA1YAA をもいでいったのである。 お役人社会には宗男ハウスでなくて、宗男コールみたいなのもゴ

クゴク普通にあるのであります。 「官は強く民は弱し」を地でいった事件でした。 以後ここから JARL な

どに、天下りが始まる。 天にあるお星様は、雨の降る穴だよ、とはよく言ったモノです。 受け皿に長く居座

った人は当時の JARL 事務局長。 改革が出来るはずはない。 始めた張本人なのだから。 昭和３４年１２

月２５日は其の記念日。 

アマチュア無線史的に、女性局だけでなく、アマチュア無線技士を金を取らずに育てようとしたいわゆる教育的

行事は他にもあった。 旧法の時代には、、である。 民放ラジオ時代から、DX ニュースの時間が週に一度あ

る局があり希に国家試験のスケジュールを流したりしていた。 これが、黒白ＴＶながら、民放 TV が始まって

まもなく、DX-ニュースが、ハムニュースを増し、ついでに、ハム教室が出来ました。 アイドルの可愛い子ち

ゃんにはハム少年須藤君の妹典子ちゃんが抜擢され、この教室番組で勉強して国家試験に合格し旧法時代に、た

しか JA1CYA だったかで、免許を取りました。 コールサインからして、ハム女子大より紙一重早い動きでし

た。 

昭和３４年の法改正によって無線局のたがが外れた後は金取ってなんぼの、通信講座が横行を始め、試験にパス

するだけの知識、詰まり教育講座でないいわゆる受験講座が始まりアマチュア無線局は、新法通りアマチュア局

に。 そして７メガのバンド外に、リージョン 3 地域には許されない、JA 天 AA などのアンカババンドが出現、

region2 地域のアマチュア通信に混信し、FCC から、JARL に取り締まるよう再三の勧告書警告書が来ること

になる。 これがアマチュア無線に対するアメリカの連邦通信委員会方式と、日本の官吏による法監理「取締」

体制との考え方の大きな違い。 異文化ほどの違いとなってしまう。 
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戦後のアマチュア無線史（30 終）：身障者もハムを enjoy 

「もし世界の若者が手をつなげたら、、、」と言う意味の原題のフランス映画が、東和映画社によって、日本に

輸入されようとしていた。 おしゃべりチャックは、どこにでも友人を持っていた。 この情報も其のアンテナ

に掛かってアマチュア無線の話らしいぞ！と聞いた途端もう彼は行動に移す。 電話番号を調べて、東和映画に

電話し「輸入したモノかどうか検討中」と聞くやいなや、我々にも檄を飛ばし「おい毎日東和映画に誰彼なしに

電話させろ、なにいってんだい、九州やあぎだや、シャマガタからや、北海道から電話で、いつ見せていただけ

ますか？って電話掛かってミロや、彼らたまげて、絶対輸入するぜ、させなきゃならんのだ！」当時の電話は、

長距離となると交換手が、交換手に繋いで電話を取ると、どこどこから電話です。 誰々さんですか？ではおつ

なぎします」とどこから掛かっているかを報せたモノです。 ですから掛かった東和映画社は相当感激したはず

です。 チャックのこの作戦に掛かって東和映画は旬日を経ずして、この映画の輸入を決定する。 チャックは

又電話する「私は頭も悪いけど、うちの兄貴はハムだし、会社の地位も高い外国通だが、其のフランス映画の題

名の直訳はまずい、いい題名思いついたと言ってるから面倒でも西武ユネスコ村の小宮村長宛電話したらいい」。 

こうして、日本題名「空と海の間に」が決まり、大々的にキャンペーンが始まった。 程なく封切られて、どこ

の映画館も結構大入りだった。 ハムが家族にハムの社会性を知ってもらえば、それだけ自分がハムをしやすく

なる様宣伝にこれ努めたからで７メガでは、この映画の話の出ていない瞬間はなかったと言われる。 

この話の中でいくつかの感動的なところが描かれるが、その一つが、盲目のハムが、血清受取搬送リレーの役目

を受けて、不慣れな空港で、もうフライトのないことを知らされて盲目の不便さからバスを乗り違えたりしなが

らも乗り継いで漸く別の空港に何とかたどり着いて、次の空港に血清を送る役目を果たす、エッ！外国には全盲

のハムがいる！--このことを知らされる瞬間でした。 日本で、身障者がハムの免許が取れるだろうか？この映

画は、思いがけずこんな問題を投げかけたのでした。 

映画が未だ全国を回り終えない頃、山口県大島郡、即ち周防大島に住み針灸マッサージ業を営む全盲の砂本勉さ

んが、見事点字翻訳国家試験を突破、手続きを終えて、JA4VB のコールで、落成検査にも合格本免許され、ハ

ムの仲間に入られました。 勿論、ローカルのハムが、問題集を読んで聞かせ、送受信機の自作に当たっては、

部品の常数を読んで手伝うなど、又、調整法の相談に乗り、メーターの代わりにパイロット電球を使って、鼻の

下に当てて暖かさで電流を知る等の方法を開発するなど、涙ぐましい努力と協力によって、実現したのでした。 

これらのことがあって外国には盲人も電信打って聞いている分には、健常者と区別できないほど多くのハムがい

ることも知られ日本では国家試験方式が大きなバリヤーだと指摘され、郵政省側が大きく改善に踏み出すことに

なった。 以後身障者側が、身障状態を書き示して、受験申請すると、省側が、其の状態に応じて適して回答し

やすい方法で試験することで、身障者ハムの申請の道が開かれたのでした。 

１９５９年の法の大改正以降始めての重度肢体不自由身障者第１号申請として SWL JA1-1055（だったと思

うが？）横浜市中区打越の三好譲氏が、国家試験もクリヤー、１０球受信機も殆ど自作、送信機も自作し、アン

テナだけは近所の友人、授産所の職員さんなどのご協力で、建てていただいて、落成検査に見事合格、JA1GVF 

のコールで本免許、ハムの仲間入りしました。 この方の合格記製作記は当時の CQ ハムラジオ誌、たしか昭和

３８年６月号に、何枚モノ写真入りで詳しく報道されています。 指が何とか使えるのは左足の親指だけ、両手

とも萎えて、力のはいるのは、肩から２の腕上部のみ、三好さんは、部品を左足と口を使って部品を挟み、家族

に自転車のチューブで二の腕上部にしっかり縛り付けて貰った半田鏝で、送信機も受信機も組み立てたのでした。 

上記ＣＱ誌のインタビューに対して、三好さんは JA6BNB で今は九州にいる氷室さんに感謝、と言っているの

ですが、彼とは１０年以上前１９５０年頃から無線雑誌「無線と実験」の愛読者室の投稿常連として知り合い、

誌上のみならず直接私信も交わすＳＷＬ友人でした。 彼が、重度肢体不自由身障者と知ったのは数年以上後、

東京オリンピックのための東京大改造都市計画に便乗して、中野駅北口が大幅改造され、中野区打越町付近はス

ラム街を取り壊し、当時としては超近代的なブロードウエイ商店街と高層住宅に生まれ変わり、且つ、彼のよう

な身障者の暮らしの糧を得ていた、中野授産所は立ち退いて、ここに中野サンプラザなる文化の殿堂を造る、と

言う計画の出現で彼は、住むべき家と共に、車椅子で数分の所の仕事場を同時に失わなければならなかったので

した。 彼はそれまでは決して弱音を吐かないまして身障者である素振りも見せない人でしたが、このショック

にはさすがに耐えかねて遂に、この中野区が彼にどれほどのショックを与えたかを私に洗いざらいぶちまけた、

そのためには彼は彼が重度身障者であることを告白せざるを得なかったのでした。 私は岡山県の玉野市から、

手紙で彼を励ましつつ、電波で、以前の「無線と実験」愛読者室の投稿常連仲間を中心に、彼への助力協力を呼

びかけました。 「エッ彼は身障者だったの？まさか！」これが常連仲間の応答第一声でした。 

常連仲間も、１９５２年ハム解禁以降皆免許を取得していました。 JA1CH/JA8BL： JA3CB： JA3FV： 

JA4HS： JA7BB； JA7BE：の諸氏他です。 とにかく 終的には、中野授産所がなくなるので、中野に固

執してもしょうがない。 授産所職員のご努力で、関東の授産所総当たりしていただき、住まいと仕事の近さを
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勘案して移転先を探していただいた結果、中野区打越を捨てて、横浜市中区打越に引っ越すことになりました。 

地名が結んだ奇縁でしょう。 引越の前後には善意の協力者が幾人も現れて彼は感激しっぱなしだったようでし

た。 電波が及ぼした波及効果だったようです。 この事件があってから JA4HL も遠いし忙しそうだから、俺

達で三好君をハムにしようと上記メンバーが、それぞれ手分けして、全国に檄を飛ばして、遊休部品のカンパを

行ったようでした。 三好君の手元には、受信機２台は出来るほど、送信機は３台出来そうな部品の山が全国各

地から届けられた由でした。 彼は SWL 時代にバラックながら１０球の受信機を組み立てて実用していたわけ

ですが、今度はマジな部品が揃った事もあって、ちゃんと通信型受信機スタイルに組みたいと、届いた部品リス

ト付きで、私に手紙を寄越しました。 常連先輩連中に頼もうとしたら、それはＨＬが適任だろうと、すかされ

てしまい、両手両足不自由を想定して、シミュレーションまがいのことをやりながら組立操作マニュアルを作る

ことになりました。 結果論ですが健常者が、思いつきで自分も両手両足が利かない振りで、シミュレーション

でマニュアルを作っても、どうもどこかに身障者ではどうしても越えられない敷居が出て来てしまうようです。 

随分やり直し書き直して完全を期したつもりでしたが、健常者が作るマニュアルにはどこかに問題があったよう

でした。 それから数年たって私は九州へ転勤 JA6BNB 更に２年有半後、突然、書店店頭立ち読みの CQ 誌に、

彼が JA1GVF で開局したことを知ったのでした。 

三好氏の CQ 誌の製作記には、氷室さんのマニュアルは大いに役に立ったと書いてあるモノの、この記事を書店

店頭で見つけ立ち読み始めて、見る見る自分の顔が熱くなって今にも爆発しそうになるほど赤面せざるを得ませ

んでした。 複数の写真に私が想定して書いたマニュアルと全く違う、彼なりの工夫の方法でやっている彼のノ

ウハウがはっきりと写っているのです。 彼は私の健常者としての慢心に文句一つ言うでなく立派に工夫に成功

して、私の方法では乗り越えられなかった困難に打ち勝っているのでした。 横浜で新たに親しくなった授産所

仲間にもラジオの作り方を教えたり、新しく親しくなった授産所の職員仲間にアンテナを建てて貰ったり、彼は

ハム開局によって、心からなる友人のいる全く新しい世界を切り開くことを得たようでした。 

それだけでなく彼は一言も発する訳でもなしに私の慢心という天狗の鼻を黙ってもぎ取って、身障者には親身に

つきあうべき事を教えていただきました。 このことは、会社生活でも、作業標準や作業分解などを作る時の作

業分解分析要素を考える際の重要なヒントとなり、且つ、危機管理のマニュアル作成上も大いに役立つこととな

りました。 それもこれもみんな、アマチュア無線をやっていたからこそ出会った人たちから教わった沢山の出

来事の中のいくつかの出来事でした。 

幸いなことに、三好さんのこの努力による偉業に刺激されて、その後、多くの筋ジス症などの重度障害者の方々

が、アマチュア無線を通じて多くの友達を得られてハムライフをエンジョイされるようになったことは同慶の至

りです。 

ご愛読深謝します。（終） 
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パピーニュウス第 49 号（2002 年 4 月 17 日号） 

パピーの昔噺：TRIO ブランド時代の送・受信機の変遷 

通信型受信機 9R4 の変遷について戦後のアマチュア無線史の記述は、可成りの関心を呼んだようでした。 そ

の前に菊水電波、delica の三田無線、そして star の富士製作所が、それぞれ幾つかの通信型受信機を思い思い

に上市していたことも思いだして戴いたようです。 但しこれらは忘れられて、市場から消えていったことは残

念でした。 命脈を保ったのは、コイル捲きに強かった印象のトリオだけでした。 いろいろなコイル、コイル

キット、やがてはコイルパックを供給し、日本初のミュウ同調型の中間周波トランスを辛抱強く開発し続けて、

同調コイルの L 調整にダストコア入りのコイルを供給したことも影響したのかも。 

実はフェライトコアもフェライトダストコアも戦前アメリカで、開発実用化が始まっていましたし、戦時中オキ

サイドコアの開発も進んでいたようでした。 日本も戦時中、乏しい資源の中から、浅虫海岸の砂鉄鉱床資源か

ら報国製鉄が精錬したフェライトなどを北大研究室に持ち込んで平社（JA8BN の御尊父）・北川（曉）（後の

日立中央研究所長）両教授のもとで、実用化研究されていたようでした。 戦後これをいち早く工業化して実用

品に活用する道を開いたのが、後の JA1KJ 春日二郎氏他２名計３名の技術者、詰まり「トリオ」だったのでし

た。 ブランドがトリオ、社名は春日無線工業でした。 

9R4 と 9R42 は同じ大きさのケース。 外観同じと言っていいでしょう。 ミニチュア管化した 9R42J はケ

ースが少し小さくなりました。 ミニチュア管用中間周波トランスと真空管でスペースが空いたからでした。 

回路上などの特別の変更はありませんでした。 東京オリンピック前で東京が大改造されつつある頃から、アマ

チュア無線にも大変革の兆しが芽生えました。 A3 詰まり、振幅変調の電話に、単側帯波変調 SSB が加わる

ようになったのでした。 現在の J3E でなく、A3j になる前の A3a や A3h などが混在しました。 未踏分野

時代でＱＲＨ、それに伴ってキャリモレする、それが当たり前の時代でした。 

こうなる数年前に、TX-1 キットの発売を止め、ＴＸ８８という、A3/A1 で 3.5/7Mc/s10w の送信機が発売

されました。 当時の定番、X'tal 発振 6AG7GT-終段 UY８０７を、変調出力管 6L（V）6ＧＴでハイシング

変調するというモノ。 ２年ほどして、ＴＸ８８A というマイナーチェンジがあったようですが見た目は替わり

ませんでした。 通信型受信機の方も,SSB 化に対処すべく、モデルチェンジが必要でした。 

１９６２年頃、ハリクラフター型 9R42J の生産が終了、替わって横行ダイヤル型の 9R59 の登場でした。 未

だサフィックスＤは付いていませんよ。 どなたかトリオの通信型受信機は９Ｒ-４２Ｊが 初、それが９Ｒ-５

９Ｄになったとしか爪らしく書かれた方がおられて、歴史がねじ曲げられています。 初の 9R4 は間にハイ

フンなどは入っておりません。 歴史に嘘を書くことはとてもいけないことです。 もっとも昔から生徒が先生

を揶揄するとき「先生は見てきたような嘘を付き」と相場が決まっていました。 当時はメガヘルツでなく「目

が再繰る＝一秒間に何回眼エが廻るかの数」でした。 それを知っている人が書いて下さい。 ９Ｒ－５９から

は合い中にハイフンが入りました。 シカツメ派は「横行ダイヤルにした記念ナンヤロナ？」と思うテマシテン。 

SSB 検波用に、Q5'er が標準装備でした。 読めますか？当時のＳＷＬや HAM には「キュウ・ファイバー」

と簡単に読めるのにJARL/D講習HAMには読んで貰われしまへんのは、先生も知らはらへんよってでっせえ。 

不勉強ほんま困りま。 詰まり、SSB の検波にキャリヤーを正確に受信周波数に注入して普通の AM 検波をす

るために受信周波数の発振をさせるのに中間周波増幅のグリッド同調回路の見かけのＱをうんと高めての自己

発振を利用とする魂胆だったのです。 この時代の考えとしては成功でした。 ＱＳＴ誌などには既に 6BN6

と言う専用ゲート管を使って SSB をゲート検波をする方法が紹介されていました。 しかしこれはその専用真

空管を使う必要がありました。 続いて専用管なしで 6BE6 や６ＷＣ５の安定５グリッド管を使って、代用ゲ

ート検波する方法が考え出されました。 この回路を使って回路が改められたのが、９R-59D なのです。 Ｄ

は、代用ゲート検波回路採用ですよの積もりでしょう。 リングバランスダイオード検波法の前のセットアッパ

ー対策時代の産物でした。 

SSB 時代のあさぼらけ、いつまでもムンズカシイ SSB 送信機を自作させて置くつもりはなかったでしょう、

JA1MP 長谷川さんは、永年の研究の結晶を自作機で、２０ｍの電波で優秀な SSB を世界中に振りまいて、各

国の HAM 仲間から、製作の注文までされている有様でしたし、各無線雑誌に製作記事を依頼されててんてこ舞

いでした。 

トリオがＴＸー２０と言う、１４メガ単バンド水晶格子フィルター型の試作機を世に問い、一年後から注文生産

販売を開始したのが東京オリンピックが終わって世の中が落ち着いた頃ではなかったか。 更に数年の間に、

TX-40；TX-15;TX-１０；と機数限定販売ながら手を広げると共に、受信機も、D 検波に替わる、リングバラ

ンスダイオード検波型で、3.5-30 メガの SSB 受信機の試作機 JR-388 を発表しました。 TX-88 をマルチ
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バンドで SSB 化するときに TX-388 と命名してコンビにする積もりだったのですがこの目論見は脆くも崩れ

去りました。 外国の著名受信機に R-388／ＪＲ－３８８が先に実在したのでした。 

これらは翌年８８を急遽捨て１０ｗの１０か、JR-310 と TX-310 として、発売されました。 結構９Ｒー５

９Ｄが実用出来て安く、ＪＲ－３１０は売れ行き今一だったようですが、自作で苦労したハムには、HF マルチ

バンド SSB の 10wＴＸは、金には換えられず、好評だったようでした。 初物の SSB 送信機ということで、

仕様変更が続きサフィクスが猫の目打線だったようです。 3 年目に、３．５－２８だったのに、6m が加わっ

て１０ｗ。 TX-310XVSN だったかサフィックスが４文字の名機が完成されました。 

一方の旗頭と台頭したのが、前評判の JA1MP さんの製作 SSB 機が会社を起こすことになった、YAESU 無線

の SSＢライン・シリーズでした。 これは別項に譲りましょう。 

TX-310 の 終仕様４文字サフィックスのは、６ｍをも含んだこともあって大好評でしたが、八重洲が、トラ

ンシーバー型を計画していることが判ったために、トリオも、トランシーバーの開発を急ぐことになりました。 

受信機と送信機と双方にそれぞれ SSB を作るバンドフィルターやキャリヤーフィルターを設けなくともトラン

シーバーにすれば一つで共通に使える利点が知られていたからです。 こうして TX-310 十 JR-310 の必要

小限の機能を一つの筐体に納め、泣きの涙で好評の６ｍの馬謖を斬って、3.5-28 のトランシーバーの元祖らし

きモノが発売されたのが、TS-311 と言う、あの可愛ゆいブルーのアンテナ同調ランプがポカポカするトラン

シーバーでした。 直ぐ後を追って、送信機能を少し弄って、ダイヤルつまみが増えた、５０ｗ型もあるＴＳー

５１１が出ました。 

ここから先の、ＴＳ－５２０からは、２００２年２月号のＣＱハムラジオ誌の、CD-ROM フロク「ケンウッド

社の HF トランシーバー」に詳しいので、端折らせていただきますが kenwood ブランドになる前に、TRIO ブ

ランドでもトランシーバーが開発されていたし、それ以前に 9R4 から始まる通信型受信機と送信機の歴史が、

後の kenwood を支えていたことを書き留めさせていただきこの稿を終わります。 

パピーの昔噺：八重洲無線の創立期の HF 無線機の変遷 

私はトリオの通信型受信機と、送信機キットと言うよりは送信機コイルキットに近いモノで、 初のアマチュア

局の開局をした関係で、その後もトリオの製品の変遷については、関心がありましたが対抗馬八重洲無線の創業

の頃からしばらくは子供の教育費に追い回された時期でもあり余りアマチュア無線商品学に関心を示すことが

出来ませんでした。 で、それを書くつもりは余りありませんでした。 ケンウッドのトランシーバーに就いて

CQ ハムラジオ誌が CD-ROM で紹介した以上、きっと八重洲無線の製品についても紹介されるでしょうから。 

しかも、八重洲無線（株）は、SSＢ用の無線機を作るために起こされた会社で、いわば,トリオが受信機 JR-310

と SSB 送信機 TX-310 を上市した頃からの登場なのでしたから。 

八重洲無線の創業を語る前に、パピーの昔噺 前稿「TRIO ブランド時代の送・受信機の変遷」に書き落とした一

寸したエポックメーキングな事項を書き足しておきます。 一つは、JR-310/TX-310 の後、上級者用に、ラ

インモノとして受信機 R599/T599 送信機が発売されています。 可成りの自信作で有ることが名称から窺え

ると思います。 更に東海道新幹線の開業が東京オリンピックにカツガツ間に合って日本経済復興は本格的にな

り、アマチュア無線も自作機器よりは安直に出来合いの送・受信機を引っ張ってくる時代に入ってきました。 何

よりの変革は、ボチラボチラながら、自家用車が普及し始めたこと、そして、その自家用車に無線機を積むこと

が、一つのステイタスシンボル化しようとしていたことでした。 TRIO の SSB トランシーバー第一号は、

TX310XVDN デシタかの６ｍを犠牲にして、トランシーバー化されたＴＳ－３１１でしたが、直ぐ、車載用に

小型化できないかという要望が強く、殆ど回路をそのままにかなり大きな平べったい車載機 TS-801 が作られ

たと思います。 終段とドライバー段が、未だ真空管のままだったので図体がでっかくなっていました。 八重

洲の固定機はかなりでっかいモノでしたが、モービル機として開発された FT-7 は車載用と云うよりモービル機

と言えるモノで、輸出仕様の FT-7B は、５０ｗ以上のパワーも出ると云われました。 このため、トリオのＴ

Ｓ８０１は進化することなく消えていきました。 噺は 10 年程遡ります。 

八重洲無線は、JA1MP 長谷川佐幸氏によって創立されました。 先に仕事が山積みされて、会社が必然的に作

られた、そんなユニークでハッピーなスタートでした。 昭和３０年代の半ば、未だ誰もが自作機で試行錯誤

SSB の有利性の実験に填っている時代、１４メガで、際だって安定で、しっかり、綺麗な SSB 電波が現れたの

でした。 他ならぬ JA1MP の SSB デシタ。 世界中の SSB 自作者の興味は自然にこの電波に注目したので

した。 自作記を英語で、アメリカのラジオマガジンに書いてくれなどは云うニ及ばず、わざわざ日本まで見に

来る者、金に糸目は付けないから自分のために一台作ってくれないか等々のリクエストが殺到したのでした。 

作りかけの試作機や壊し掛けの失敗機が何台か工作場を占領していて、家族の顰蹙を買っていたのだそうです。 

さっぱりと片づけようと完成機にして譲り渡した途端世界中から、送金付きで、注文が殺到してしまって、無線

機の評判はそれ自身が送信するモノだと云うことを忘れていたことに気づいたのだそうです。 友人に助けを求
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めたら、会社創って手広く作って綺麗な電波を世の中に広めるべきだという意見が出てきて、それじゃあそうす

べえ、と会社が出来ちゃったというのが、本当のところと JA1MP さんは空で語っていた。 「良い製品に広告

費は要らない」を地で行ったのでした。 

JA1MP の SSB 電波は主に１４メガでしたから、諸外国が対象だったのです。 ヨーロッパは出力１００Ｗが

殆どの国のリミット、アメリカは多々益々弁ず、まあしかし入力４００ｗまで位かな、それ以上はアンプリだろ

うから、と言うことで、先ず、FR100/FL100 のラインモノ送受信機のセットモノを上市。 注文生産で送信

機はＦＬ４００もありだった。 売れ始めてみると１００ｗは使えない身１０w 機を売ってくれないかの注文も

来る。 廉価版は、FR50/FL50 とした。 これはＱＲＨが大きく、ずれるとキャリモレがひどいので、何百

台かで生産完了したようでした。 トランシーバー化が行われ、雑誌には FT-75 が試作機登場した。 しかし

これは上市されなかった、代わりにかなり横に長い重いトランシーバーＦＴ４００ＤＸが現れた。 続いて

FT100DX も。 この辺りで前述のＦＴー７の原型が出たのではなかったか。 もう一寸筐体が小さくできな

いかということで、ＤＸの取れたＦＴ４００が試売され、実用機はＦＴ４０１となったようでした。 やがて輸

出モデルとして、ニキシー管デジタル周波数表示 FT901DM が作られ、国内にもリリースされたが、やはり輸

出も安いが一番の FT101、国内用に FT101B が発売され、完成モデルは、ＦＴ１０１E として名機の称号を

得て国内外でロングセラーとなるに至る。 ＦＴー７は、輸出モデルＦＴー７Ｂが好評。 パネル面ケース半導

体を一新して、ＦＴ７７にモデルチェンジしたが評判は今一、ＦＴー７Ｂに今も根強い愛着を持つ人が多い。 固

定機にも使えるようにＦＴ７７は更にモデルチェンジしＦＴ７０７に進化？メッチャ重くなる。 デジタル周波

数表示になったのでした。 この後更に->FT757=>FT747->FT767 とシリーズ進化するのは大分後の噺。 一

方、FT101E は、結構いいのに何故かマイナーチェンジ FT101Z/FT101ZS/ZSD などとなる。 この間に

毛色の変わった PSN 変調 SSB＊）機 FT200 が市販されるが声色が良くなく売れない。 ブラックフェース

FT102 も評判今一。 白いフェースの FT107 もＱＲＨが大きいと敬遠される。 等々。 短命モデルが出没

しています。 

この辺りから先は、おおかたの皆さんのご記憶の方に譲ってこの稿を終わります。 
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パピーニュウス第 50 号（2002 年 5 月 1 日号） 

パッピーの台湾話：南投の 5W1H 

5W1H と言っても何も、西サモアのコールサインではない。 民間工業界で重宝される、IE（これもインター

ネット エクスプローラーではない）即ちインダストリアルエンジニヤリングの情報伝達の際の手法です。 何

も情報の伝達が正確を期さなければならないのは、洋の東西を問わず古今を通じて、すべての分野で必要で、近

年とみに多い医療事故などは、情報の伝達が正確を欠いた思いこみ優先情報による たるモノであろう。 知っ

てる人は知っているが、知らない人の勉強までに云っておけば、昔からある、あの、昔話でも、説話でも筋を通

すに必要なあれ、即ち、何時、何処で、誰が、何してどうなった、どうしようか、、、と言うあれです。 桃太

郎でも、一寸法師でも、大体この線で行っています。 これを横文字にしただけと考えれば腹も立たない。 

When to, Where to, Who to,Why to,What to,で５Ｗ。 それでもう１つ、How to が加わって、西サモアの

コールサインになる。 情報要素の分解法。 この分解法で覚えておけば先ず、情報の伝達、桃太郎の話でも、

一寸法師でも、肝腎の要素を落として、とちることはないとされる。 前置きが長くなった。 

今から２０年ほど前、台湾が、電子工業界化戦として、島全体が沸き立っていた。 多くの日本企業が台湾に橋

頭堡を作ろうと懸命に進出していった。 台湾の人たちは、明治以来の日本の政治によって文明開化したと恩義

を感じている。 台湾はずっと文政であった。韓国は軍政で、ここが大きく違っている。 韓国では石井中将な

ど碌でもない軍政総督府に苛斂誅求されまくったから日本は不倶戴天の敵。 台湾のことを日本に反抗できない

骨なしと軽蔑し「テーマン」と蔑称する。 事実はここが違うのです。 台湾総督の中でも、多くの独自の改革

をし慈民政策を実行した吉田総督は、神様のように崇められている。 いや神様以上かも。 不言実行で改革を

進めた。 誰かさんの様に口先鯉幟並ではなかったのです。 

日本でも有名な北投はご存じでしょう？ では南投は？ 台湾の何処に工場を造るか、立地をまかされた私は、

１６県を単身周り、その後１０大工業区を廻って、南投県で開発中の南崗工業区を推奨、もしここ以外でやれと

云われれば即プロジェクトから降ろして他の人にやらせてくれと云いました。 しつこく理由を聞かれましたが

私の夢判断が信用されるはずはなく物笑いの種になるだけなので、そう言ったのです。 操業開始５年で借入金

を返済、１４０％の源田サーカス操業をさせられながら増設を敢行、非 A 非 B 肝炎に冒され丸っと１年体調を

損ないながらも日本びいきの塊家族に助けられ自発的に一年３６５日の内３６３日毎日１升の蜆を蒸かして下

がり汁と蜆を届けていただいて、この激務を何とかやり遂げました。 今 IT 不況で、大変らしいですが、頑張

ってくれることを祈ってます。 

南投県には、この工業区が出来る前から成功している企業、台湾佳美工がありました。 読んで字のごとく「タ

イワン・ケミコン」日本ケミコンの現地法人でした。 

ここの日本人総経理さんから習ったのが標題の「南投の５Ｗ１Ｈ」でした。 １６の県の内、海岸線を持たない

県が１県、それが南投県。 そのかわり日月タンと言う観光名所を抱えています。 又台湾ケミコンのある甫里

は水が良くて、輸出用の紹興酒の旨いのが作られています。 台湾ケミコンがここに立地したのも水故にデス。 

台湾中で、もっとも樹木数が多く群を抜いています。 鹿谷という谷間には、谷から山の稜線まで、烏龍茶が栽

培され、冬の凍頂に位置する茶葉は毎年特賞を獲得、品評上位は常にここの茶が独占です。 台風も高山が遮り

盆地内はまあ穏やかです。こう書けば、南投の５Ｗ１H はすべてお見通しですね。 

５つのＷと一つのＨ、、、を頭に置いて、もう一度読んでみて下さい。 解りましたでしょう。 正解は、 

 Weather 気候・天候 

 Water  水利・水質 

 Woods 森林・烏龍茶 

 Wine  甫里の紹興酒 

 Women 甫里の美人 

そして 1H は、Humanity（or Heart）人なつっこく労りの心に富み、物静かで古き良き時代の日本人に迫る粘

りと頑張り。 これが南投人のハート。 甫里以外にもひな希美人多し。 

台北ばかり見ていないで台湾へ来たら、一度は南投県を廻ってみて下さい。 ここにしかない良さを見つけてし

まうでしょう。 どう説明も出来ないが私もそう決めてしまったように。 

終戦秘話（３）：巣鴨プリズンの復讐 

日本嫌いのダグラス・マッカーサーが意外にも、台湾で女性将校に揶揄されて以来、洗濯物の糊付けに異常な関

心を示し、宿舎出入りの米人洗濯屋を首にして、６人の洗濯屋を呼びつけ 終的に選抜したある日本人の洗濯屋
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に専属契約していたことを前に書きました。 今この「マッカーサーの洗濯屋」は内のそばから一寸離れて引っ

越して、田無の境新道通りで開業しています。 その名も一貫して、「平和クリーニング」と名乗っています。 

そのことを記念して。 

太平洋戦争を戦ったアメリカ人にとっては、真珠湾攻撃は宣戦布告なしで抜き打ちに攻撃された「卑劣きわまる」

攻撃として、忘れがたいモノでした。 日本は十分間に合うと思って、暗号文で、駐米大使来栖大使に訓令と、

宣戦布告文を打電したのですが、訓令で、大使自身が解読と英訳、タイプライテイングをすることを指定したた

め、意外に時間が掛かり、日曜のため、相手も出勤に暇取り、米国側が受け取ったのは東時間で午後三時とっく

にハワイは壊れ、沈み、燃え、死に、傷ついた後だったのでした。 これが何で忘れられようか、、、。 「リ

メンバー パール ハーバー！」がアメリカ国民の合い言葉になったわけです。 「この卑劣な攻撃には鉄槌を！」

で、国民は一丸となって戦ったのでした。 

♪戦い済んで日が暮れて、、、。 日本では、沢山の戦争犯罪人が拘束され POW の背文字付きのつなぎ服を着

せられて、巣鴨拘置所に収監されました。 開戦当時の陸軍大臣だった東条英機は、ＭＰのジープが東条邸に向

かったことを知り、ピストルで自決しようとしましたが、ためらい傷となっただけで、ジープは救急車代わりに

なって、命を取り留め収監されていました。 東条は酒が余り好きでなく甘い物好きで、結構若い頃から入れ歯

だったそうですが、収監され前尋問で、入れ歯が合わず、ハグハグ云って、言葉が通訳によく聞き取れなかった

のでした。 

巣鴨の監獄で、東条の新しい入れ歯を作ったのは、従軍歯科医 E．J．マロリーと言う少佐でした。 空軍に籍

を置いたこともあり、トンツーの名手でした。 甥っ子を真珠湾で亡くしていましたので、リメンバーパールハ

ーバーの思いは殊の外で、東条を目の前にして、益々メラメラと燃える炎をどうすることも出来ませんでした。 

歯形に合わせて作った入れ歯の 終修正を彼は随分時間を掛けて、入念に行っていました。 東条はこの入れ歯

がとても具合が良くて、レイションも美味しく食べられたし差し入れの甘いモノにも食が進んだそうでした。 

ある日の朝、東条はふと気がついたようでした。 「なんだこれは？入れ歯が虫歯になっている！なんてこった

俺はそんなに甘いモノに未練があるのか？」武人としての反省を込めて家族に甘いモノの差し入れを止めるよう

に伝えて貰った。 

A 級戦犯東京裁判の判決に従って、東条は従容として絞首刑で死に就いた。 それから４０年。 

歯科医 E．J．マロリー氏も死の床にあった。 いろいろなことを、分厚い手帳に書き残していた。 その中に、

後の告白と題して、海軍の信号兵であったために卑劣な真珠湾攻撃で戦死した甥っ子に宛てた、２人だけが解

るトンツーによる文があった。 

甥っ子よ、仇はとってやったぜ！４０年前絞首刑になった東条英機の入れ歯に俺はトンツー符号で、リメンバー

パールハーバーと刻み込んでやったぜ。 東条は軍人の癖にトンツーを知らず、入れ歯が虫歯になった、残念だ

が甘いモノを断つってよ。 入れ歯が虫歯になるわけねえよな。」 

ＰＳ：以上は、ＪＧ１ＧＷＬさんから１０年ほど前戴いた、外国通信コピーから採用し、若干の脚色を加えたモ

ノで実話もどきデスが入れ歯にトンツーを刻んだのは事実のようです。 
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パピーニュウス第 51 号（2002 年 6 月 29 日号） 

パピィのフランス話：地雷／不発弾除去 

アフガニスタンの戦火がほぼ終息しつつあります。 結構なことですが、 近の傾向として戦争の後は更に住民

にとっての困難は、戦争した両軍が思いも掛けぬところに無節操無責任にも残して去った、地雷などの爆発物が、

住民人口密度の何十倍も残されて、うっかり道も歩けない、農地も耕せない状態に曝されることです。 アフガ

ニスタンの場合、ソ連軍が侵攻して地雷原を敷設、更に反政府軍が敷設退却、その後、タリバン軍と北部同盟軍

がそれぞれ敷設、もう地雷のないところは考えられない状態だと言われます。 中には、金属探知器の反応も鈍

い型の対人地雷も敷設されたらしいと言うことで、NGO の地雷除去ボランテイア達からもお手上げだとの声も

出ているようです。 困ったことです。 

爆発物の埋設を発見した報を受けて、軍隊の爆発物処理班が、国内出動するケースが結構多く、しかも、処理中

に隊員が死傷することが結構あるので有名なのがフランス本土だと言ったら、信じていただけましょうか？ マ

サカー！でしょう。 ところが真坂に、これは事実なのです。 フランス本土全体に、未だ、１３０万 TNT ト

ン相当の爆発物が、埋まっていると推定されています。 名曲「１８１２年」で年号時代が解る、ナポレオンの

帝国主義戦争の舞台となったドイツやルクセンブルグとの国境付近は特に、初期の地雷の実験場であったし、下

って、西部戦線異常なし、などで有名な、第１次欧州大戦の地雷原ジーグフリード・マジノ線には当時の地雷が

大量埋設の半分、撤去できずに残っているようです。 そのほか、破裂弾になった初期の大砲の弾、焙烙玉と日

本で言われる三河花火式の砲弾が、結構国内の畑の中に眠っていて、電磁検知式の 新式の金属探知器では全く

検知できず、揺り動かした途端に、１００年の眠りから覚めて、ドッカーンとやったこともあるのです。 始末

の悪いことに当時は行き当たりばったりに、アイデアを凝らして信管を造り、作って使って実験してそのまま不

発で埋め殺しにしているので、現代の優秀装備の爆発物処理班と言えども教科書にない見たこともない信管にお

目に掛かって、早合点して、当てずっぽうで手を出して、いいところでドッカーンと言うことがままあると言う。 

これが悩み。 

アフガニスタンとどっこいどっこい。 １９９５－１９９９年の５年間に、フランス本国全土での爆発物処理班

の延べ出動回数は、何と１８２０回余り。 処理中爆発１１回、死者はないが２０数名が負傷総数と言う。 こ

れで未だ、推定爆発物埋没量 TNT 換算１３０萬トンはいささかも減っていないと言われる。 フランスも成人

に達すれば義務兵役制で、海軍３年、陸軍２年２ヶ月、兵役訓練されるが、その期間中に必ず、一度以上、爆発

物処理訓練に従事するという。 この国では事程左様に、地雷や不発弾が出てくるのは、日常茶飯事とまでは行

かないまでも決して珍しいことではない、その対処方法には通暁して置かねばならないレベルの重要度なのです。 

フランスは第二次世界大戦でペタン将軍政府時代に、ヒトラー・ナチの軍門に降って本土は一旦ドイツに占領さ

れましたが、当時イギリスに新兵大隊を率いて教育訓練して居たシャルル・ゴール中将が、ナポレオン同様赤い

ズボン吊りに赤い上着で、BBC 放送を使って、少なくとも本土以外のフランス軍の非降伏を宣言、本土国民の

対ナチ・レジスタンス運動を提言呼びかけた。 やがて始まる、連合軍のノルマンデイ作戦には、英米にとって

は、国際法上の信義の問題で赤い上着にズボン吊りはお邪魔虫と、蚊帳の外に置かれたが、直ぐにウチトコも参

戦！と新兵さんの初陣とばかりに本土に逆上陸野戦に加わったが、新兵さんは地雷の訓練が未了で、何で、大砲

の弾も飛んで来ないのに地面が急に爆発するのか判らずポカンとしていたそうな。 「新兵はエコール・ド・ミ

ヌ（グランゼコールの一つ・鉱山学校）（洒落が判るためにはもう一つは地雷の学校）を卒業しているとは限ら

ない」と言う洒落が戦後まで流行ったそうな。 この新兵軍団にはフランスの貴族階級の三男坊以下が沢山入っ

ていた為ゴール将軍は、穀潰し貴族を潰して自分は貴族の称号を買い付けて、ド・ゴール将軍になったと貴族家

族に陰口をたたかれたらしい。 これも地雷の功罪の一つ。 因みに、アメリカ製ハリウッド映画の一つに、オ

ランダ解放戦線に赤い上着に赤いズボン吊りで、ゴール将軍が現れてドイツ軍がフランスから回収した金飾品金

貨などを金塊にして田舎町の銀行に置いていた金塊を取り返そうと迫ったが、赤い上着とズボン吊りが目立った

ため村民の大群に囲まれて、万歳万歳大歓迎されているうちに、アメリカの特殊部隊が、さっさと金塊を戴いて

トラックで持ち去る、愉快な活劇戦争映画があった。 フランスでもＴＶで放映したのをたまたま tabac で見

た。 タバに居たのはみんな労働者クラスだったが、口を揃えて「だからアメリカは好きくない！」と言ってい

た。 その後当時従軍していた男がぽっつり「新兵が随分地雷で死んでね」と上述の話をしてくれたのでした。 

パピイの昭和話：ゾルゲ事件の頃のラジオ 

日本に関わる 大のスパイ事件は、このソ連のスパイ、リヒヤルト・ゾルゲと彼の指揮下で半ば公然と、動作し

ていた日本人を含む一団だったでしょう。 スパイ活動についてはそれなりにいっぱい書き物があります。 こ

こでは一切省力して、スパイにとっては命よりも重要な本国司令の受信・報告の送信に使う無線機のことに限り

ましょう。 昭和１７年に一部が検挙され、拷問の末、ゲロッたために、無線士マックス・クラウゼンの行動が

監視され、横浜を始め４カ所のアジトがマークされ、あばかれました。 しかし、当時詳しい報道はされず、色々
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報道されたのは戦後です。 一部の生き残りについては戦後裁判が行われました。 もう一つだけ、モスクワに

は２回行っただけですが、モスクワ市内にゾルゲ街があることを知りました。 フランスに住んで四年目に行か

されたとき、ある通りに迷い込み、なんて通りだ？とロシヤ文字を見上げているとき、一人の老婦人が通りかか

り「ヤポンスキーか？」と聞いた後綺麗なフランス語で「日本人なら知っているね、有名なゾルゲだよ。この国

では英雄の一人よ、日本で処刑されたがね」と。 

ゾルゲ自身は無線機などは全くの素人と裁判でも主張していますが、すべてをクラウゼンに任せて日本に来たよ

うです。 クラウゼンは、無線機の部品や、無線機自身を持ち込むと、初めから怪しまれると考え、出掛けてく

る前に、日本の無線雑誌を取り寄せて、広告欄を翻訳して貰い、部品やラジオの入手はかなり難しいが何とか自

作可能と考えて手ぶらで来日しています。 断っておきますが、戦争前も戦時中も秋葉原や神田などラジオ街が

あるわけはなく、特に日中事変が拡大するに連れて、ラジオ部品は払底の極に達します。 クラウゼンは裁判で、

あくまでラジオ屋で買ったと主張しています。 当時裁判官も、大学教授が兼ねた技術鑑定人も、嘘だろう、と

疑問を投げかけていますが、冗談じゃない、私ら工作少年に言わせれば、ラジオ屋や古道具屋は立派な部品の供

給源でした。 当然新品などでは作りません、真空管とケミコンを除けば、使って実績のある部品の方が当時は、

怪しげな新品より余程価値がありました。 部品取りです。 それでも、ゾルゲが上海へ行ったとき送信用の真

空管と電鍵を買ってきて貰っています。 後は全部国内のラジオ屋で、自分もしくは日本人メンバーが漁り歩い

て、買い求めています。 アジトは４カ所、もし送信電波を方向探知されても攪乱できるから、実際、何度かは、

探知されていますが、鎌倉に同定された次は奈良または大阪など又次は新潟と、探知官は振り回されています。 

一度に二カ所からは探知できず、十分な三角法の基線をとる間に発射点を変えられてしまっていたわけで、特高

側の探知技術の拙劣でしょう。 クラウゼンは裁判で、受信機も送信機も 4 回作り直したと言っていますが、本

国からの司令はナホトカの近くからかなり強い放送電波に挟んで送られていたので、局型１２３型を再生同調コ

イルを取り去って、コイルはプラグイン式で短波用にしたオートダイン再生式で十分受信可能だったようです。 

アンテナ線と電源はアジトの４カ所にそれぞれ隠して置き、３球式局型受信機改造と送信機の２級式を入れた中

型トランクを持って移動するつもりだったが、日本人は当時殆どが、行李、ずだ袋、信玄袋、何と言っても風呂

敷包みなので、直ぐに信玄袋、後には風呂敷に包んで持ち歩いていたので尾行側も今日も風呂敷包み、無線機な

しと報告していたそうだ。 潜入見とは恐ろしい。 初めは支給された水晶で連絡を取っていたが後には方探や

傍受を恐れて、オートダインを発信させて送信機に繋ぎ込んで周波数を変えていたという。 まあ周波数安定性

の悪い VFO 代わりと言うところでしょう。 

戦前、日本にも、法的な名前は異なるが、外国のアマチュア無線局と交信して構わない私設無線電信電話局は官

許されていたが、昭和１６年１２月 8 日英米蘭仏を相手に開戦と同時に、官憲によって、送信機は没収受信機は

短波のコイルはむしり取られ、封印された。 官許短波放送受信聴取者も同じ封鎖でした。 戦後、アマチュア

バンドは、米駐留軍の軍人アマチュア局が、日本のコールを使って、交信を楽しんでいた、これを聞くに付け、

昔のアマチュアを知っている人達は、ムズムズしていました。 神田駅から須田町、須田町から小川町に掛けて

の路上露天にラジオの新旧部品の露天商が初めは三三五五後にはズラリと都電通りの片側両側に連なり、全国へ

のラジオ受信機復旧普及の基地となりましたが、気の早いムズムズ連は、短波で電波の発射を試みました。 許

可なしの怪電波です。 警察側には未だ特高警察の生き残りがいっぱいいましたし、米軍も、スパイ電波は出な

いかウノメタカの目電波監視隊を全国に散らばらせて監視して日本側にも通報してきましたから、直ぐに警察が

踏み込んできて、折角作った送受信機は没収しっかり油を絞られました。 警察もこのゾルゲ事件で、風呂敷に

包める程の、ラジオ屋で漁った部品で自作したラジオや送信機でも、立派にスパイ活動可能と言うことを学んで

しまっていたのですから、ラジオ程度の自作機で気軽に遊んでも思わぬお目玉とお説教を喰らって吃驚という事

態だったのです。 その裏の事情をちょっぴりだけ解説しておきます。 尚、裁判記録を本意解説したモノの大

半にはこれらの受信機や送信機などの証拠写真も収録されています。 尚も興味ある方は私に質問しないでそれ

らを御覧になって下さい。一目瞭然でしょう。 

爺怪説：入梅・豆の木・馬肥ゆる（三題話） 

梅雨は鬱陶しいけどお百姓さんが困って、又「貧乏人はタイ米を食え」と「ポチの言いなり」になるのも癪です

から鬱陶しくても黴が生えても♪シトシトピッチャン・シトピッチャン・・・」には、「じっと我慢の子であっ

た」が似合います、たとえ狼でなくても・・・・まして「子連れの大神」ならなおのこと。 年によって、降り

方は幾つかの降り方に大別されますが兎に角、この時期の小計雨量は、年間雨量の半分は悠に超える地方が多い

のです。 戦後だけでも、小貝川決壊、筑後川・白川大水害、近年では 諫早、長崎の大水害が、梅雨時の集中

豪雨によって引き起こされています。 日本の年間雨量は、畳１枚の上に大体１トン半から２トンですから、梅

雨時がその半分超だと畳 1 枚の上に約１「リューベ」の水が梅雨の間に降るのです。 先ずはお笑いを一席。 

昔、或る精錬所に勤務中の或る日、ドイツ人のお客さんがあり見学の後、現場事務所の部長席付近で精錬部長他

とデイスカッション中、いきなり部長が大声で、「おーい氷室、立方メートルはドイツ語でリューベやろ？この

ドイツ人わからへんのやが・・・？」に居合わせた者ドット哄笑。 慌てた部長、更に大声で「なあ氷室、立方
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センチがドイツ語ではチェーチェーで、立方メートルがリューベでええんやろ？」吃驚扱いた私、「そらアキマ

ヘンがな、リューベは日本語ですよってに無理だっしゃろ？部長！」・・・と。 「満座の中で、部長に恥を掻

かせた」ことになって、降等されて九州へ飛ばされる破目に。 （JA4HL→JA6BNB の顛末） 呉々も皆様、

リューベがドイツ語だと思いこむような上司にならないで戴きますように！・・・でないと下っ端は首が幾つあ

っても足りませんから。 

閑話休題。 所で、日本全国全体畳１畳あたり１リューベの水が降る梅雨のこの莫大な量の水、何処から来るの

でしょう？ そりゃー海からだ。 勿論。 決まってますが、何処の海から？ 日本の直ぐ南の海？ それが違

うんだナー。 この時期、オホーツク海の氷が溶けて流氷となってカムチャツカ高気圧という冷えて乾いた気団

を形成させつつ北海道の第１コーナーを回って親潮という寒流となって銚子沖に達し、寒暖比重の差で黒潮の下

をくぐり抜け回り込んで小笠原に達し有名な小笠原高圧部をドンドン冷やして小笠原から沖縄台湾までは、乾い

た密度の高いつまり比較的冷たい空気にしてしまうわけでここからこの大量の湿気は発生しようがないのです、

矢っ張り湿気の大量発生ゾーンは、湿気の極と言われる地球 大のボイラー赤道帯ベンガル湾なのです。 ここ

は大量の雪や流氷も入って来ず、太陽さえ頭の上に帰って来れば、もう冷えることなく低気圧となりドンドン蒸

気を噴くことになり、インドのアッサム地方や、バングラデイッシュの海抜０ｍの平地を水浸しにするだけでは

飽きたらず遂に上昇気流に乗って大量の湿気水分をヒマラヤ山脈や雲南山脈の屏風を越えて中国大陸の奥に水

を供給し始めます。 初めは砂漠のお湿り程度ですが、ベンガル湾のボイラーが本格活動始めると、ヒマラヤ越

えした直後はフェーン現象で、雨どころでなくてもグッと奥地での暖かい降雨となりここに不連続線を形成しま

す。 これが、天気は西から東へ移動し、東シナ海を越え日本付近にやってきます。 これがベンガル湾中国大

陸と日本近海を一つに巻き込む水の変転輪廻現象、梅雨前線の発祥と梅雨現象なのです。 

中国の４文字熟語は多いのですが、その一つに変則４字熟語があります。 一般に４字・熟語というように２＋

２に割れば、意味は理解しやすいのが４字熟語ですが、一衣帯水という４字熟語は、２＋２に分解すると、ある

衣が水に濡れた、くらいの熟語としては押しの利かないつぶしの利かない意味になって何のこと、一生考えても

本意を理解するに至りません。 例えば、「梅雨現象は、天竺の南海に沸き立つ水がシマラヤの天険を越えて中

国に達し、中国全土更には満蒙の辺境荒野にも慈雨を運び、天恵は青豆を育み緑草は名馬を肥やし、長江を初め

５川を湛えて我が国に無上の繁栄を約す、この一衣帯の水の輪廻、中華民国５０００年の歴史を支え今茲にあ

り、、、」と中華民国頌と言う昔の国歌並の解説にも出てきていました。 自然の力は偉大、その中でも、この

ベンガルボイラーエンジンが、この国の５０００年の文化と生命を育み培ってきた源で、河の水源となるのみな

らず、遍く荒野を潤して、豆類の雑草を辺境にも繁茂させて放牧馬を肥やし秋にはしっかり「天高く馬肥ゆる秋」

にし続けてきた、整斉たる水の輪廻は、整然たる一衣帯の様を成して居る、というわけです。「一衣帯」「水」

と３＋１に分けて読んで下さい。 

因みに、ジャックと豆の木 などに象徴される、天に昇るほどの成長力と繁殖力を誇る、この豆科の植物は進化

の歴史的には随分と後発で、中国東北部黒竜江省の黒竜江か松花江沿岸付近で発生、瞬く間に進化蔓延世界に広

がったモノとされる。 原産地付近にはもっとも分化品種多く、雑草化しているが、馬と鳩などが特に好物とす

る。 動物の成長に不可欠の良質蛋白質を、植物内合成できるが、これは空中窒素が雷雲の有声放電によって亜

硝酸に酸化され雨に溶けて降ってくるのを豆類はその根に持つ根瘤バクテリヤによって、肥料として固定して吸

収生育しこの窒素を使って、蛋白合成している非常に特徴的な植物です。 

日本で、JRA おたくなど馬キチに「馬は秋に肥えるカイ？」と聞いても無駄でしょう。 中国では、それなり

の理由があったのです。 全く同様に、日本で、梅の実の生る頃に降り続くから梅雨と言ってもぴんとこないで

しょう。 中華民国頌と並んで、愛された国花は梅花。 中華民族と文化５０００年を育んできた母乳とも云う

べき慈雨に、梅花ならぬ梅雨と名付けて、何の憚ることがありましょうや。 お歴々。 
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パピーニュウス第 52 号（2002 年 11 月 3 日号） 

パピーの昔話：愛国心と無線雑誌 

今をさる、７０年余の昔、帝国陸軍という狂気じみた怪奇集団に煽られて、日本人の間に何が何でも大陸進出だ

あ、という人たちの声が力を得てきて、帝国陸軍なる怪奇集団が国の意向も斟酌せず、茶番劇風自作自演の匪賊

反抗劇を演出して、軍事行動を開始し、以降泥沼となる１５年戦争を拡大していくことになったのですが、、、。 

ここから暫くだけ自分史の第１ページ目に関係します。 ところは現在は中国東北部と言われる当時の「赤い夕

日の満州の、、、」戦線拡大第二年目、1932 年、私が愛知県海東郡が海部郡と改まって間もなくという所で生

まれて第２日目、2 月２２日午前五時、廟江鎮の城壁攻めで、帝国陸軍は甚大な犠牲を払って尚攻めあぐんでい

ました。 後の攻撃隊の爆弾筒は、工兵隊の江下、北川、作江が担当しました。 導火線が、３人が城壁に爆

弾筒を仕掛けてすぐに破裂しない様な余裕で逃げると、すぐ敵兵が出てきて導火線を踏みつぶすので、此の 後

の隊の導火線は短くギリギリで、火薬もしっかり詰め込まれていたようです。 それで、火縄を消しに来た敵兵

も吹っ飛びましたが、３人も犠牲となり城壁の爆破に成功したのでした。 当時も我が身を犠牲に攻撃成功した

戦争美談として、文部小学唱歌にもなりましたので、知っているのですが、、、。 その後、ノモンハン事件で、

東北部、（満州）西境に侵入したソ連軍を制圧しようとして戦車及び機関砲の圧倒的性能差によって、寡衆敵せ

ず、帝国陸軍は壊滅的敗北を喫したにも関わらず、軍部はひた隠しに隠しますが、、、兵士も国民も何かあった

と意気消沈、士気の低下を来します。 元より政府関係者らはいい加減に止めたらどうかという振りをしますが、

正面切って言い出す人はなく、陸軍参謀将校は怒って、海軍士官も抱き込んで、先に首相を暗殺したりしていた

のですが、この時は、かの有名な首都制圧を諮ったクーデターを起こそうとします。 雪降りしきる２月２６日。 

しかし、「今からでも遅くない帰ってこい」のラジオ放送で、何も知らされずただ動員された兵士たちの良心を

呼び起こすことによって、事は回避されるに至ります。 

次は、東北部でない、北中国で、廬溝橋という所で、又自作自演の、一発の銃声事件から、又大陸で戦線拡大し

て侵攻します。 国内でも士気を高めたい陸軍は、筆の立つ文官中将桜井忠温中将をおだてて、先の、江下北川

作江の爆弾３勇士の戦争美談をことさらに褒めちぎった「ノンフィクション」と言いたい小説「肉弾」を執筆出

版させ、全国の学校という学校に買わせたり、送りつけたり懸命なベストセラー騒動を巻き起こします。 作ら

れたベストセラーになりますわね。 全国的に煽られた肉弾ブーム。 今度は、桜井忠温中将のゆかりの地、爆

弾３勇士の故郷、出生部隊地、兎に角因縁ありそうな地を求めて肉弾碑と、爆弾三勇士のレリーフ碑の建立運動

を煽る。 

近日本語に関する、色々な種類の本が出ていますが、この時も、日本語が話題になりました。 

ある此の肉弾記念碑の除幕式に出席して、帝国陸軍怪奇集団を代表して、記念大演説をぶった将官が、たまたま

九州弁が抜けない人で、「、、、日本人として生まれたならば、必ず尽忠報国、肉弾となって、国に捧ぐるの心

がなからねばならぬのである。」と事もあろうに関西弁エリアでぶっ放した。 九州弁の抜けない標準語化では

極一般的な訛りで、別におかしくは感じないが、聞き慣れない人々にとっては、「ナカラネバナラヌ」は耳にド

リルが入ったらしい。 九州を除く殆ど全国で、これがやり玉に挙がったのでした。 かまびすしい論争が起こ

って。 尽忠報国論争などはそこのけで、「ナカラネバ」論争が本州を圧したのでした。 日頃言葉遣いに一言

ある人々は必ず此の論争に一言発言ナカラネバならなかったようでした。 

２重否定、いや標準語としては３重否定に当たる、と自称言語学者まで新聞にシャシャリ出て、大論文を掲載し

たとかです。 昭和１３年頃の無線雑誌にも、コラムでも、愛読者室でも、九州弁の標準語化としては極ふつう

「何何しなければならぬ」が「ある？なし？」の「アッとかなかとか？」の「ナカバイ」の「ナカ」と結びつい

たまま連用形で使われたモノ、と言う解説があって、これは九州弁を知るモノには甚だ容易に納得出来る指摘で

した。 そうなれば、ナカラネバナラヌは３重否定でも何でもなく標準語変形の「なけらにゃならない」と同じ

２重否定での肯定の強調に過ぎません。 全体 must＝have to に当たる日本語訳自体が、ナケレバナラナイと

ナが３回出てくる二重否定でしか訳せないのもおかしな話ではありますね？ いつの日か一重肯定強調語に進

化するのでしょうか。 

もし古い無線雑誌などで、此の辺りの年次の本をひもとかれるときには、頭の体操を兼ねて、J5 コールの方々

と J3 コールの方々の論戦を読まれると、多分空でも無線を通じて標準語と方言の行き違いが起こり得たのかも

知れないと思われて結構勉強、いや反省さえさせられますよ。 

教育基本法が抜本的に改正されて、文部科学省教育の柱の一本に愛国心がナカラネバナラヌ教育時代になるよう

です。 いくら何でも靖国参拝から進化して大陸侵略ヤモウエズ教育や、肉弾礼賛教育にならないような道を選

んでいただきたいモノです。 
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パピイの爺怪説：瓜の蔓に、、、の巻 

犬棒カルタの「ウ」に「瓜の蔓にナスビはならぬ」と言うのがあって、子供の頃何でこんな当たり前のことが、、、？

と気になっていました。 長ずるに及んで、成る程と思い当たったのが、子供の将来に対して親が抱く「過大な

妄想」が常に此の手のことだと言うことに気づきました。 親が産んだ子。 それが親を凌駕した大人物になる

には親がした苦労以上の努力が生まれ落ちた時からずっと続かないと先ず望めません、瓜の蔓には瓜しかなりま

せんから。 これが遺伝子に関わる遺伝の大法則です。 

瓜やなすびの中で「親の意見となすびの花は、千に一つの無駄がない」ですが、瓜は種によって、かなりの違い

が出ます。 カボチャは孫枝の雌花にしか実が止まりませんし、西瓜は、子枝にしか実が止まらず、元枝孫枝の

雌花は皆無駄花なのです。 なす科の花は１００％かというとどうしてどうして、なすびは千に一つの無駄もな

いその通りですが、同じナス科でもトマトとなると、元枝と孫枝にしか実が止まりません。 瓜と違って雄雌は

ありません。 なすびは胡瓜と違って、多年生です。トマトもです。 筑波科学博をご覧になった方々は、ご記

憶でしょうが、元枝と孫枝を何年も伸ばして、２千数百個の結実をさせた一株のトマトの樹が展示されていまし

た。 もう２０年以上前、南洋群島ポナペ島に農業指導に行っていた JICA の方が、私とのアマチュア無線交信

で、「なすびの樹が柿の木ほどになりまして、木の皮も柿の木の幹と同じ様で、へたも柿のへたの様に開いて来

て、実も丸っこくなり一株に、数百個も実が結実して、柿の木と見まがう様になりましたが皮が固く、皮剥いて

煮るより食べようがありませんわ。 参っています。 チョイとした植物のガラパゴスですわ。 日本からもっ

てきたなすの苗５本ですが、、、。ナスは多年生です。」と言っていました。 

ところで胡瓜が、明治２０年代、東京市民の生活が安定した頃いくら位したか言い当てられますか？ 市場から、

八百屋さんが仕入れてくる値段ですが、どのくらい？ 因みに当時の通貨は一厘銅貨が 小通貨単位。 明治２

１年は、東京近郊の胡瓜に「ヘド」なる病害が発生、胡瓜が売り物にならず、夏場に高騰したらしい。 農学校

の玉利喜造教授が対抗菌を見つけ翌年克服、その３年後は大豊作の胡瓜の当たり年になった。 明治２４年の７

月７日の東京日々新聞。 「３００本で５銭に値下がり」 胡瓜ますます下落す 今年は胡瓜の当たり年とてそ

の値の廉なる近年未曾有なり。 目下、並等百本四、五銭なるが、小なる分に至りては参百本一山にて五銭なり

と言う、 とある。 それなりの発明考案があってのことだが「明治の御代はよかったね！」です。 今夏のス

ーパー価格、参本一袋百円！。 「自根胡瓜」に至っては、１本７０円が底値。 とあります。 

自根胡瓜ってお判りでしょうね？ 今は、自分の根の上で育つ昔当たり前の胡瓜が逆に特別扱いなのです。 で

はスーパーで売られる並等の真っ直ぐ胡瓜は？ 当然自分の根では育てられないのが当たり前の世の中。 大型

カボチャの根に接ぎ木されて、すくすく育てられるのが胡瓜の 85%それが胡瓜栽培法の大勢・主流なのです。 

国産輸入の別はありませんフィリピン・マレーシヤ・中国等から輸入の胡瓜もそうなのです。 ３０年程前、マ

レーシヤからある商社に引き合いがあり安値で、輸出出来るというので箱詰め胡瓜のサンプルを見て飛び上がり

ました。 曲がった胡瓜が１００％上手に曲がりなりのぎゅう詰めに箱一杯に詰めてあったというのです。 真

っ直ぐ並べて箱詰めにしたら輸入して良いと言ったら、次のサンプル箱はどの胡瓜にも紐で重石を吊したくびれ

が着いていたそうです。 結局商談にならず、ほおっておいたら数年を経ずして別の商社が真っ直ぐ胡瓜を廉価

でびっしり箱詰めにして輸入し始めたというので慌てて調べたら、カボチャの根に胡瓜の茎を接ぎ木して育てて

いたというわけで、一挙に国産も輸入も此の栽培法になったというのです。 しかし病虫害に強く収穫量も多く、

生育も早く、真っ直ぐという、此のカボチャ接ぎ木胡瓜は、一番肝心の匂いと味が殆どない、粉も吹かない棘も

いたくない、ないないづくしの胡瓜になったのです。 高級料亭などからは昔ながらの胡瓜の匂いと味が好まれ

るため、又自分の根で育つ胡瓜も需要が起きてきて、区別するため、「自根胡瓜」と別称されるようになってい

ます。 時期によりますが、並等真っ直ぐ胡瓜の１．８倍から３倍の価格で取り引きされると言います。 変な

世の中ですが、そお言う世の中なのです。 

瓜の蔓にならせたのが、なすびでなくやっぱり瓜でしたからまあ良いじゃありませんか！ 瓜の蔓のくせになす

びになってくれと胡瓜をねじ曲げてひねくれ者にしないで育てたいモノですね。 世の中の子育て中の親御さ

ん！ 「瓜の蔓」には「瓜はなってもなすびはならぬ」のですわ。 申し訳ないが私が決めたわけではないので

す。 

パピイの爺怪説：カミオカンデ/スーパーカミオカンデ 

小柴名誉教授が、京都一本槍だったノーベル賞に東京の字を記したのは、どうやら東京大学にとっては「念願の」

であり、「小柴先生はいつの日か派」にとっては「やっと」でしたが、それはカミオカンデによる「ニュートリ

ノ天文学の創設」、と言う偉業によってでした。 ニュートリノという素粒子は、 新の素粒子論物理学の本で

お読み下さい。 天文学で言う超新星の爆発の瞬間の１０数秒の間に、原子核も破裂して、クオークなどの更な

る素粒子に分裂するときにニュートリノが放出されて、高速より一寸だけ遅い早さで、放出されると大統一理論

によって推論されていたのですが、誰も此の痕跡をとらえる方法を具体化できないでいたのでした。 それは、
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ニュートリノという超微素粒子は、あらゆるモノを抵抗なく通過できる性質を持つ、ので捉えようがなかったの

でした。 カミオカンデもこの為に作られたわけではなかったのでした。 此の意味では、小柴教授というのは、

ラッキーとも言えますが、その信条に「我々の素粒子論物理学などというモノは、人間生活に何かを付加できた

り、国民の富を増やしたりできるモノでなく、自分たちの夢の実現と言うことを通じて天文学の解明という現実

世界からほど遠い仕事であり、国民の血税を決して無駄遣いしてはならないのだ」と言うのが、もろに役立った

と言えるでしょう。 

小柴教授が、大統一理論のどれかを自分の手で実際の証拠を捕まえて証明して見せたい、と考えて先ず取りかか

ったのが、すべての原子でもその寿命は未来永劫ではあり得ない自然崩壊もあるはず。 と言うこれからやって

みようとしたのでした。 大ざっぱに言って、１000 トンのモノがあると、その内のどれか原子が２年に 1 個

か２個自然崩壊する可能性があり、そのさいにチェレンコフ光が出るはずと言う計算結果が得られたのでした。 

此の極微弱な光、それも２年に１回か２回極短時間に出る微弱光をどうやって捉えるか、考えに考えたあげく、

安価な水を１０００トン入れたタンクは透明で、光増倍光電管で検出できる可能性は見えましたが、それよりも

何よりも地上に降り注ぐ宇宙線を始め人工の放射線、その他の影響を防ぐシェルターの構築に結構悩みは深かっ

たのでした。 そんな時ふと目に留まった新聞に、神岡鉱山の休止閉山の報、鉱山側のコメントに地上では出来

ない研究などにご利用して戴ければそれなりの協力は惜しまない、とあり、これこれと話はトントン拍子に。 こ

うしてその名も、神岡＋Neuclear Decay Experimennts の NDE をつけたカミオカンデが、１９９３年に地下

１０００ｍに誕生。 １９９４年から二年余、水の水素の陽子の自然崩壊を待って、ひたすらチェレンコフ光の

補足が待たれたのですが、、、。 案に相違して１個のチェレンコフ光も観測されませんでした。 ここで投げ

て居れば、巷の小父さんと変わらないし、ひたすら続ければ馬鹿丸出し、と小柴教授は悩んだが、丁度運良く、

１９９７年３月、天文学的大事が発生、地球からは８光年余離れて、南十字星のソバに見える大マゼラン星雲に

超新星が出現、前述の大統一理論どうりなら１０数秒間大量のニュウトリノが宇宙空間にまき散らされたはずで

あったのです。 直ちに計算が開始され、地球到達は、光に遅れる約３ヶ月、１０数秒間に地球のお尻から来て

カミオカンデの１０００トンの水を通過するニュウトリノの数は少なくて１２個、多ければ１６個と計算された

のです。 そして運命の６月、カミオカンデは１０秒の間に１２個のチェレンコフ光の発生を見事に捉えたので

した。 これが、新しい天文学の創設でなくて何でありましょう。 又カミオカンデはその、朝ぼらけの曙光を

世界で初めて受け取った、1st ever、マルコーニやアンデレフが無線電波を初めて受信したコヒーラーの様なモ

ノに相当するわけでした。 

ニュートリノのチェレンコフ光でカミオカンデの受光感度が正しく較正され、太陽が絶え間なく放つ、太陽ニュ

ートリノを受け止めるには、もう少し多くの水と、光電子増倍管の数と感度を上げねばならないと判り、その後、

茂住坑内の更に深いところに、３０００トンの水タンクと、１４０００個足らずの超大型光電子増倍管を取り付

けた、スーパーカミオカンデが、新設されましたが、昨年試運転の漲水中に、光電子増倍管が一個が割れた振動

連鎖で６９００個ほど次々連鎖破損、補充が間に合わず、半年掛かって、漸く、残りの６９００個ほどにアクリ

ルカバーをつける工事が行われ、つい先頃観測再開が可能になったところでした。 

それにしても、国民の血税を無駄には出来ないと言う小柴教授の不屈の闘志と検出装置を自身で編み出す柔らか

い頭脳、そして何よりも、つきも実力のうちにしてしまう、強運。 これらが相まって、今回のノーベル賞にな

ったのだと思います。 文字どうりの「人事を尽くして天命を待つ」。 かくして、カミオカンデの NDE は今

日、Newtorino Detection Experiments の頭文字に変わっているとのことです。 

注) 大統一理論：語呂の関係で斯う書き表しました。 電磁力、大きい力、小さい力、等、場の理論を、統一し

て宇宙の現象を一つの共通の基礎を待つモノとして理論づけるための理論、未だ色々実証されなければならない

仮組立ての理論。 しかし今回この研究の中でもいくつか実証されたわけです。 
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パピーニュウス第 53 号（2002 年 11 月 24 日号） 

爺怪説：電波望遠鏡・概史(1)ジャンスキーのアンテナ 

月や木星の４大衛星を自作した望遠鏡で覗いて 初に望遠鏡を学術に実用したのは、ガリレオ・ガリレイとされ

る。 眼鏡屋のレンズ磨き職人が 初に望遠鏡を作ったというのが小学生のなぞなぞの答えだが。 その辺の決

まりは、読者の判断にお任せするとしよう。 

現在電波天文学も、電波望遠鏡の発達によって、すばらしい発展を遂げたので、爺の脳味噌を以てしては正しい

解説は出来ない、が、怪説ならで出来ようというわけ、知らないよりはましになると思ってお読み下され。 

宇宙からの電波を捕まえて、宇宙を知るよすがとしようと言うのが電波望遠鏡の範疇とするなら、その偶然を問

うことさえなければ、その嚆矢は、ジャンスキーのアンテナとされよう。 １９10 年代半ばから、減衰電波い

わゆる B 電波でない持続電波の発射が可能になっての電波の性質についての色々な研究が進みつつありました

が一方で、電波が伝わるについては、宇宙空間にはエーテルなる未知なモノが充満していて、此の振動によって

電波が伝わるのだなどという推論とも憶測ともつかないモノがまことしやかに言われていた時代でした。 ケー

ブルの中の電話の声が遠距離になるに連れて崩れることから、音響信号のケーブル搬送や、交流電力のケーブル

搬送についてはかなりの研究実績が上がりつつありました。 その中でもヘビサイド兄弟の研究は実用上の問題

を解決に導いていました。 此のヘビサイド弟と、ケネリー氏が、殆ど同時に、別々に、地球の周囲の高空に、

電波を反射し返す反射層があるのではないかという推論をそれぞれに発表したのが、１９２０年頃。以来此の地

球の周りの高空には、ケネリーヘビサイド層があって、電波は此の層によって何度か反射される、従って電波は

思いも掛けぬ遠くまで到達することがあるのだと信じられました。 しかし、此の仮説推論は又又、イギリスと

アメリカの複数の学者グループによって、殆ど同時に 1925 年に実験によって、実在が確認されたのでした。 

しかしではそこには何があるのか、なぜ反射だけが起こるのか、未だ実験し足りない人々があって不思議でない

時代でした。 未踏分野にはそれなりの魅力が付き物ですから。 

1925 年にヘビサイドらのグループにより、実際に電波の反射の起こる多分イオン層が成層圏よりもずっと高い

天空に存在することが証明確認され他にも関わらず、いやもっと遠い宇宙から来る電波を誤認したのでないか、

その種の宇宙電波をどう区別したのかと喰い下がる人もいたのです。 此の人たちとのやりとりも横目で見なが

ら、沢山の波長に同調しそうなアンテナをやたら張り廻して１００ｍー５ｍくらいまでの波長の受信をひたすら

続けた人がいたのです。 未だ電灯線による電気の供給が都会には始まったばかりの頃、又無線通信やラジオ放

送は小電力でしかも長波に頼っていた頃でした。 世の中の殆どの波長には未だ人工雑音は考えられず、そこに

あるノイズは自然が発するモノと考えて良い時代だったのでした。 此のジャンスキーという人のアンテナには

雷の空電ノイズが掛かりましたが、弟子に耳のいい者が居て、ジャンスキーが病に倒れて代行したときに、聞き

慣れて空電のノイズいくつかのパターンを耳から覚えてしまったのでした。 彼は、7m-9m 付近と、12-13m

の波長付近に雷・空電ノイズに近いパターンだが一寸違う特徴あるかすかなかすかなノイズに注目します。 病

から復帰したジャンスキーはこれらの波長のアンテナを再整備して、此の波長の此の電波は、ケネリーへヴィサ

イド層からの反射ではないことを証明します、1931 年此の空電に似た、短波から超短波に掛けての波長で、地

球外から電波が到達している可能性を証明して見せたのでした。 弟子が増え、後継者が現れます。此の電波が

日周運動的に決まった時間にかなり強くなることを突き止め、何か、たとえば月面からの反射でないかと調べま

すが、１ヶ月もあればそうでないと判ってしまいます。 実は後年これらの電波は、なんと木星の大気中の雷放

電の電波が、近いときで数分遠いときは何十分も掛かって、地球に到達していたことが判るのですが、、、この

時は地球外電波の検出と言うこと迄っだったのでした。 近までの電波の利用割り当て経緯を見ても、此のジ

ャンスキーらの示唆した波長範囲が、殆ど電波割り当てから外されているのは世界的にいかに此の研究に過去多

くの敬意が払われたかを示して居るとも言えましょう。 

爺怪説：電波望遠鏡概史(2)アンテナを絞って銀河系中心目指す 

ジャンスキーのアンテナは、半波長の線の真ん中に、当時既に波長測定によく使われたレッヘル平行線をつけて、

倍調波用に広い範囲に同調できる、ハムではダブレット・アンテナと呼ばれるモノや、1/4 波長の平行線を挟ん

で、1/2 波長の線を繰り返し並べる型のいわば水平型のコーリニヤーアンテナを重畳させる形式のモノだったよ

うです。 これでは打ち上げ角が垂直で、確かに地球外に向いているには違いないのですが、的を絞るとなると、

さて、と言うことになります。 

というのは当時の天文学の常識で先ず地球外からのノイズで太陽や月以外のノイズ源となると、一番に疑われた

のが銀河系宇宙の中心だったからです。 これが天頂を通るところは難しく、アンテナを絞ることを考える方が

早そうだという事になって、 近の電波望遠鏡と言えば、直ぐ頭に浮かぶ、パラボラ型のアンテナが思いつかれ

たわけです。 しかしジャンスキーのグループが見つけた 7m-13m 付近の波長の電波を効率よく絞り集めるパ
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ラボラの直径はそして首が振れると言うことになると当時としては「天文学的」数字のコストが掛かることにな

ってしまうのでした。 

ジャンスキーのグループは、諦めずに、HF 用コーリニヤーを AWX 型に繰り返し重ねる型のアンテナ・ネット

を考案し、これに移動用の台車をつけて、方向が変えられるアンテナにしたのでした。 台車に斜めに立てかけ

るネット網とすることによって、天空のかなりの％の方向に向けることが出来たのです。 実は此のタイプは後

に、イギリスが敵機発見用ラジオロケーターのアンテナに盛んに利用することになるのですが、、、。 その原

型は既に此のジャンスキーの未知の天体ノイズ用のアンテナへのアイデアにあったのでした。 

ジャンスキーの一派が苦労を重ねている一方で、では、波長を７－１３ｍに拘らないで、天文学的数字のコスト

にならぬよう拘って、パラボラアンテナを作ってみたらどうなるか、と挑戦した学者が現れたのでした。 首を

振れる直径９ｍのパラボラを金網で作って自宅の庭で銀河のあちこちに向けてノイズがどんな周波数で聞こえ

るのかを逆に試したわけです。 リーバーのアンテナといい、これを電波望遠鏡の元祖だという人も多いのです。 

いや、あれはドイツのウルツブルグのレーダー研究用に試作されたモノのジャンク品の流用で、ロクナモンジャ

ナイと、けなす一派も多いのです。 銀河から来るノイズでメーターの針が振れたと言う報告があったのですが、

さて、周波数なり波長は？となると記録がないようです。 やはりジャンク品そのまま使ったのでしょうかね

え？しかしその 初の報告は銀河電波天文学に偉大なショックを投げ与えたのでした。 

その波長が判らないメーターの針の振れという奴が、光学望遠鏡で、明るく見える銀河位置よりも寧ろ、光学望

遠鏡では薄暗いか黒く抜けている位置に多く存在するという、このことでした。 このことは、戦後多くのレー

ダー改造型電波望遠鏡の観測対象となって、世界中のにわか電波天文学者が観測し裏打ちしたのでした。 光で

見える天体より、光で見えない天体が沢山あるという事、その方が電波的には色々ありそうで、光とは違ったエ

ネルギー源やプロセスで発射されていそうであること、などが推論されたのでした。 優秀なレーダーは一時期

優秀な電波望遠鏡に改造されていた時代もあったのです。 

イギリスのジョドレルバンクの電波望遠鏡は、ジャンク品流用の、集大成として、鉄材及び回転上下装置は、戦

艦の砲塔の旋回制御装置をそのまま使って、鉄材調達の手間を省き、設計手間も省き、パラボラと受信装置は、

レーダーと電波兵器を改良して、 良のモノとして。世界初の電波天文台として、ほぼ完成された形で、１９５

７年デビューしたのでした。（続く） 

パピイの台湾噺：台湾のカッパドキア、野柳（イエ・リョウ） 

自然の力で、地球表面を造形する絶景・奇形には色々あり驚かされますが、日本の隣国の一つといえる、台湾も

太平洋プレートの西端にあり、中国大陸プレートの下にメリ込むはずが、多くの逆断層で、のし上がっているこ

とで知られています。 又その乱れの故に、太魯閣（タロコ）を始めとする絶景が存在します。 苗栗縣（ミヤ

オリシェン）・梨山（リイシャン）の 7００ｍに何何とする逆断層絶壁はフランスのスイスとの国境地区グルノ

ーブル地溝の 2000m 超の大絶壁には及ぶべくもないですが、台湾に住み此の絶壁を毎日・山線の車窓に見て

育った人には何の変哲もない只の切り立った山でしょうが、此の絶壁が一枚の逆断層だと言うだけでも、一見の

価値ありでしょう。 

近は観光・推理小説なるジャンルでしょうか、いわゆるＴＶの２時間モノという奴にも、格好の舞台として登

場する奇岩群観光地、アジアとヨーロッパの内股膏薬トルコのカッパドキア、売れに売れているようですが、殆

どあれにきびすを接しての規模で台湾で見られるのですよ、あの手の浸食型奇岩群。 サツマイモの形をした台

湾の頭の国際要港・基隆（チイロン/キイルン）から車やバスで１時間余の野柳の海岸線に突如として現れる奇

岩群。 

奇岩の配置、基本浸食系はカッパドキアと同じですから、基本形は椎茸型。 椎茸頭傘の岩が茶褐色、椎茸の柄

の部分が真っ白の砂岩。 傘の岩は溶岩らしく、区域によって、塊が大きく、あるいは小さくかたまって、奇岩

群は上から見るとキノコの栽培苗床の観です。 

キダムのコマーシャルの「象は出るの？」じゃありませんが「象は出ません」、カッパドキアで有名な駱駝岩も

残念ながら野柳にはありません。 そのかわり、泰西名画で有名なヴィーナスの誕生そこのけの、髪を海風に靡

かせた美人岩がひときわ誇らしげに立っています。 思うに此の海岸東向き、ヴィーナスは小さな貝の舟に乗り

きっと此のフォルモッサ（スペイン語で麗しい島の意・台湾の島名）のここの海岸に着いたのでしょう。 その

何よりの証拠がここからほど近い、西に金山（キンシャン）九扮（チョウフェン）の２大金鉱脈があり、東には

金瓜石と呼ぶ、大銅山がかつては存在したのです。 殆ど日本の統治時代に掘り上げられてしまって今は廃坑同

然、今も残る銅製錬所に昔をしのぶのみですが。 
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台湾に観光旅行に行かれるなら、台北・基隆から程近いイエリョウのビーナスによろしくお伝え下さい。 では、

いい旅を！旅行愉快・観光快楽！ 
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パピーニュウス第 54 号（2002 年 11 月 29 日号） 

爺怪説：電波望遠鏡概史（3）電波天文台時代到来 

戦勝国イギリスは戦いに勝ったモノの、ひどい打撃を受けていた。 その中の予算を工面して、ジョドレルバン

クに、電波天文台と名の付けられるだけのモノを世界の先頭を切って１９５７年建設完工したのは大英帝国のプ

ライドを掛けたモノでした。 たとえその電波望遠鏡のパラボラやそれを支えて回転上下させる U 字形の鉄の支

持枠や回転制御装置がドイツ戦艦解体スクラップから又電波の受信解析装置は電波兵器からの粋を集めての流

用であろうとも、世界の先頭を切って、思い道理の対象からの地球外電波をかなりの確かさを持って、追従する

ことが出来たのですから。 

これを知って、後に続いたのが大戦で漁夫の利に近かったオーストラリヤが後を追って、1964 年にグリン・バ

ンクに、パークス電波天文台を開業しました。 直径４３ｍ。 後に日本が野辺山に設計建設することになるパ

ラボラとほぼ同じ直径でした。 但しパラボラは鉄枠に金網張り。 完成して試験運転中に、そうとは気付かず

思わぬ成果を拾っています。 戦前、何処からともなく、ジャンスキーらのアンテナが拾っていた、出所不明の

雷ノイズに近いモノがどうやら木星のそれらしいことを事のついでに記録していたのでした。 グリンバンクの

本来の目的は、もっともっと英国のジョドレルバンクのパラボラが届かない短い波長の電波を捉えたいという目

標がありましたから、試験運転中の木星電波が、ジャンスキーらの電波と同じモノであったかの同定は決定的な

までの追求はなされませんでしたが、木星からはとても広い周波数帯に広がって、特徴的な雷放電調のとても強

いノイズがあることを記録していたのでした。 

此のジョドレルバンクが及ばないほどの、、、と言う目標は、惜しくも叶いませんでした。 その反省点は此の

後の世界中の建設中も含めての他のパラボラの設計指針に直ぐ活かされて行くのですが、それらは、 

（１）波長が短くなればなるほど、又パラボラ径が大きくなればなるほど、 

   鏡面精度が厳密に保たれねばならない、事。 

（２）鏡面精度は、仰角俯角によるパラボラ自重によっても大きく変化し、 

   同時にパラボラの支持体鉄鋼物の構造強度と剛性度によっても歪んだり、 

   目的角度からの偏向が起こること。 

などの反省点が示されたのでした。 このことがよく吟味されていないグリン・バンクのパラボラは単なる大き

な鉄の塊に過ぎないとまで、自己懺悔してあったとか。 このことは、敗戦国ドイツが首都ボンの近くに建設中

だった、世界一を目指す直径 100m の大パラボラの設計変更補強を強要します。 

1967 年補強と設計変更工事を終わった、可動型 大の此のボンの直径１００ｍの大パラボラは 高精度を示し

ますが、以降、時間の経過とともに起こる精度の低下がどの部分の手直し補強で補正できるのかのノウハウが確

立できないジレンマに陥ります。 サッカーグラウンドの１０倍もあるパラボラ面積の、鏡面精度維持がいかに

難しい仕事かを実証しただけで、遂に此のジレンマからは抜け出せなかったのでした。 

しかしこのこと自体、日本の野辺山に建設予定で進められているプロジェクトにはいい結果をもたらしたのです。 

日本では旧来、学問的には地位は高いが、モノづくりに余り知識のない先生共が発言力が強く、おまけにドイツ

は盟邦と思っている老先生たちだから、大艦巨砲主義にも似てドイツの１００ｍを抜きたがったのですが、突然

黙らざるを得なくなる。 それじゃあ、実際にそんな大きな鉄鋼構造物の、実際の設計の権威や、材料力学の権

威の話に耳を傾けてみようと地道な勉強会に入って、老先生たちがはぐれていったのでした。 橋桁でさえ、

100m の桁長では随分の撓みを許容すればこそ、自重自体を支えられるのだ、と言う説明で、100m パラボラ

を言う人は一人も居なくなったという。 学際の大切さを思うべし。 大艦巨砲主義の虚しさかくの如しだった

様です。 結局、産学懸命の努力の限界目標を、グリンバンクの直径４３ｍと言うことにして、大きさで世界一

になれない分、何か際だった特徴を此の野辺山パラボラに背負わせたい、と言うことになって、到来電波のスペ

クトル解析という新しい技術手法が野辺山パラボラ建設の究極の目標にされたのでした。 

到来するのはパラボラに受かった幅広の周波数範囲の電波です。 これを丁度光をプリズムに通して、七色の光

に分けるように分光できないかという研究が産学協同で進められ、アメリカと日本でそれぞれ、２０数分別でき

ていたのを、一挙に１４４に分別できそうになっていたのでした。 これを野辺山では更に１４４００チャンネ

ルに分別すべく、松下通信工業が躍起となって、超ヘテロダイン方式に取り組んでいたのでした。 一方、仰角

俯角、振り回し、に自重や制動慣性負荷から来る捻れ撓み、つまり静力学だけでなく動力学的材料力学、それも

殆どが実験式的設計計算に挑んでいる集団がありました。 他に、パラボラ面の鏡面精度を保つための複数の集

団などが、此のプロジェクトのために日夜苦労を重ねて未踏分野に問題点の発見と処理に心血を注いだのです。 

１０００を越える、問題点は、その後コンピューター処理されて、今日、その点検と保守、精度矯正維持マニュ

アルになって、ボンの轍を踏まない野辺山のパラボラの精度の宝物になったのですが、これらは当時若い三菱グ



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

ループの新進気鋭の設計エンジニヤたちの努力のたまものといえるでしょう。 建設も急ぐが、その準備段階で

の注力がそれよりも大事、縁の下の力持ちがどんなに大切か学界の先生方もこのたびほど痛感したことはなかっ

たようでした。 

噺は戦後直ぐの１９５０年頃にさかのぼりますが、宇宙論が盛んとなって、アインシュタインの重力方程式の解

法議論がかまびすしくなり、その方程式の宇宙項が、邪魔だの不要だの、いや要るがもっと違った複雑項だろう

とか、侃々諤々。 ここに、Ｇ・ガモフ現れて宇宙の膨張の始まりに、無限小の大きさで、無限大一寸前の有限

にして莫大なエネルギー塊があって、爆発的に１０のマイナス３３乗秒以下の極短時間で一挙に全エネルギーを

解放したとすれば、宇宙の膨張も宇宙項も一挙に説明できる解が存在する可能性があろう、と発言*する。 い

までは当たり前の”ビッグ・バン”理論だが当時としては破天荒の爆弾発言であったのだ。 ２５年後に、日本

で京大の新進気鋭の学徒、佐藤文隆博士が富松彰教授のもとで、此のアインシュタインの重力方程式を「何も足

さない何も引かない」で見事に解いて、ビッグバンがあり得たことを理論付けたのですが。 

お話はチョイと戻って、海の向こう、１９６０年代に、パラボラアンテナの精度保持が難しければ、何も無理し

て四角四面に、いやまん丸く、３６０度の放物面をいつも考えなきゃええじゃないかと、放物面の極一部分と焦

点を結ぶ関係位置の精度確保を重視したホーン型のアンテナが、開発され実用化が始まりました。 電波望遠鏡

にも使われて、ベル研究所で１９６７年ホーン型電波望遠鏡で、摂氏マイナス２７０度の放射いわゆる３度Ｋの

放射が発見されています。 

しかしこの頃の電波望遠鏡研究結果によって、今後の宇宙科学に必要な電波望遠鏡は、もうＶHF/UHF では波

長が長すぎ、ぐっとひどく超低温な宇宙科学しか測れないことが判明、日本の電波望遠鏡計画に更なる新進学徒

の参加とミリ波への指向が駆け足に行われたのでした。 どうせ初物の苦労なら４５m 鏡のミリ波での設計方針

が確定したのでした。 そしてほぼ同時に１９７1 年夏建設地も野辺山に確定したのです。 設計内作に７年を

要し現地建設が、１９７８年から、そして１９８３年に試運転徐々に本格稼働。 使いながらソフトも整備して

いったのでした。 そしてすばらしい成果が次々に世界を驚かせたわけです。 

爺怪説：電波望遠鏡概史（４）径４５ｍミリ波野辺山鏡の活躍 

斯うして、電波天文学が宇宙科学展開を主導する時代が来てパラボラもミリ波で使われることになり、アバウト

な精度では、何もモノが言えない時代に突入してしまったのでした。 45m 径のミリ波電波望遠鏡は、何もそ

んな辺鄙なところへ作らいでもと言う中年以上の先生の意見は排除され、厳寒の空結構ですよと言う若い意見に

押し切られて、野辺山に建設が確定した１９７１年仕事は開始された。 マイクロ波を使うことになって、スペ

クトル分光は、光に近づいて却ってやりやすいかもと言われたが、パラボラの精度は２桁も精密に加工されねば

ならなくなった。 三菱電気通信機部が設計からプロキュアメント加工調整まで一貫してマネージして、仕上げ

精度を保証することになったが、此のプロジェクトには、作り上げた構築物の静置精度だけではなく、パラボラ

が運転されてどんな仰角を向こうが、45m 径の９８％以上の面積のパラボラのミリ波に対する精度を保つこと

を保証せよというのでありました。 自重で歪むし、回転角度に、ブレーキの際の慣性動歪み、これらがあらゆ

る角度の時に、すべての部品・部材にどういう力学的変位を及ぼすかが、判らなければ対策が立てられないわけ

で、その設計は困難を極めた。 実際野辺山での工事が開始できたのは７年後の１９７８年であったそうだ。 

ホンのたとえですが、４５ｍの鋼材が、夏晴れた日に、日向で、７０度になるとする。 一天俄にかき曇り、夕

立が来て３０度に冷えたとき、朝の２５度からどの程度伸縮するかだけでも概算してみて下さい。 それがミリ

波の波長に比べてどんな大きさかという事を。 同じ向きでこれです。 ４５m 径のお椀が上向いたり横向いた

りしたときの自重による歪みをどう処理する仕掛けを何処にどう仕込むか、考えただけでも宇宙科学より難しい

問題なのでした。 

たとえばミリ波の波長を 2mm とすると、電波の山と山、谷と谷を合わせて保つためには受波面の精度は波長の

少なくとも、1/10 以下でなくてはならない。 0.2mm 以下、つまり、文庫本の紙２枚分の厚さより小さく

なくてはならないし、正確な回転放物面を 0.2mm 以上歪ませてはならないのです。 それも直径４５ｍの全面

についてです。 この為に考案されたのが、「パラボラがどちらを向こうが、自重変形が、同じ焦点を向いた回

転放物面に変形するなら許容出来る」則を守らせることで解決に向かった。 後に此の則をホモロガス変形則設

計法と呼ばれる此の方法は現在、多くの首振り大型パラボラの設計の常套手段となっている。 材料の選択には

３年の月日が費やされて、もっとも熱変形に強い一部にアルミ繊維を使ったカーボンファイバーパネルが、特別

に製造され、研磨された。 仕上げには、アルミペイントが塗装された。 

スペクトル分光法もミリ波になったこと、又レーザー光が応用できる時代になったことで、電通研で始めて、松

下技研と共同研究中だった、新機軸の「音響工学型電波分光器」が初めて実用されることになったのだった。 原

理自身は物理をかじった人には難しいモノじゃない。 宇宙到来ミリ波を増幅してから、これを超音波に変換、

二酸化テルルの結晶に送り込み、結晶を表面弾性波振動させ、これにルビー色レーザーを照射すると、超音波波
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長の起こす各派面が回折作用を起こし、レーザー光は電波の違う波長ごとに少しずつ違う方向に反射される。 

斯うして、電波のスペクトルがレーザー光のスペクトルパターンになって現れる。 45m 電波望遠鏡にミリ波

の電波分光をさせることを決めていたのが此の開発された新機軸とマッチして、大成功の結果をもたらすことに

なった。 

ミリ波を１万６千余の電波に分割したスペクトルを取る事になったのでしたがなんと此の波長域に、銀河の暗い

ところ、つまり暗黒ガス雲の波長に当たっていたので、宇宙化学の大発展に資するという、望外の大成果に繋が

ったのでした。 地球上では安定には存在し得ない多くの有機物、たとえば逆酢酸、逆アルデヒド、又一酸化珪

素などが暗黒ガス雲や星間物質として検出同定されるようになるのでした。 地上でも存在できるモノも勿論検

出されたモノおありますが、たとえばモノメチールアミン等も。 こんなモノが宇宙にあるとは誰も予言してい

なかったのでした。逆にお寿司のお酢の酢酸は宇宙中探しても存在しないのでした。 

これらは４５ｍ径のパラボラのミリ波にとっては主題ではなくて脇の副効果だと言っていいのかも知れません。 

次章に述べる更に分解能に優れる、VLA の働きと相まって、星の誕生の経過を解明する重要な画像を此の精度

正しいパラボラは沢山描くことになるのです。 

爺怪説：電波望遠鏡概史（5）協力こそ発展のかなめ。 

ちょっと脱線。 パピーにしては面白くないと！、、、。 噺がマジすぎ？あっそう！ 

それでって事でもないけど、 近は、昔の教訓が逆解されていっぱしなんですって？ たとえば♪情けは人のた

めならず」ってえのは、情けを掛けて上げることはその掛けられた人のためにならないので、新入社員にはお局

様はつらく当たるべきである。 と言うことだそうで。 、、、定年退職してからアルバイトで別の会社に勤め

ていたら、ある日そこのお局様が、お茶汲み場の床にペタ座りして落ち込んでいるのでどうしたのと声を掛けた

ら昼休みに読んだ本で「情けは人のためならず」の本当の意味を読んで、此の６年間新人に思いっきりきつく当

たってきたことをどうすればいいか途方に暮れて、もう会社を辞めなきゃならんですよねと泣きついてきたので

す。 「おまえさんの知ってる、昔の教訓てえのはそれだけなの？ 世の中にはそういうときに為になったり役

に立ったりすることわざや言葉がまだまだいっぱいあるのだから、今日から直ぐその手の本を片っ端から読んで、

自分の行動を改めたらいい。 直ぐにはみんなに判ってもらえないけどきっといつかはみんな判ってくれるはず

だよ。」と言っておきました。 そのあと暫くして私はその会社を首になりました。 3 回目のお正月の彼女か

らの年賀状に、あのとき会社を辞めなくて、とても良かった、初心に返ったのが良かったのでしょうか。 いま、

上司からも新入社員からも、一番信頼されるようになったようです、毎日が勉強です。 有り難うございました

と。 そう、もしそこで辞めていれば、「やっとあのひどい馬鹿お局が止めていきよったわ。 ヤレヤレ」と

低不評の儘だったでしょうね。 「過ちて改むるに憚る勿かれ。」なかなか実行しがたい立場があります。 曲

がりなり我を通す人もいます。 品性の問題でしょう。 

我が国の電波天文学に 45m 径のミリ波電波望遠鏡プロジェクトには、斯うした立場大事之丞先生や、横車押之

助老教授も、口を挟まなかったのが此の大成功、大活躍を生み出したのでした。 噺を少しだけスイッチバック

させます。 グリンバンクのパラボラは、何故か、なまくらで、反省だけは立派で世界中にいい教訓を残したわ

けですが、ボンの１００ｍパラボラは既に完成間近でしたしその反省を取り入れようとしても兎に角大きすぎた

のでした。 大きいことはいいことだとも言いますが、モノには限度があると言うことでしょう。 ベル研究所

のホーンアンテナは、精度保持の複雑さをパラボラの放物面を全面使うことを避けることで軽減して、3.度 k の

放射が宇宙のすべての方向から来ることを実測してこれこそＧ・ガモフが予言したビッグバンの名残だと実証し

たのでした。 

未だ他にグリンバンクやボンの１００ｍの教訓を活かしたモノが作られました。 プエルトリコのアレシボに、

カルスト地形を利用して、固定の３００ｍ径のパラボラがほぼ天頂を向けてワイヤーロープで金網を引っ張って

球面を作り出す形式で、建設されたのですが、毒を喰らわば皿まででボンの三倍径にしても固定、しかしどうせ

金網ならと、ワイヤーロープの張り方で、焦点を動かすと言う離れ業が取り入れられました。 日本で、計画の

段階から、色々案を練っていかにして精度を出し且つ保つかに知恵のありったけを絞り尽くしている間に、世界

では、精度を避けて通る案が練られ且つさっさと建設されていたのでした。 アレシボの３００ｍは固定だが径

は大きい。 これ以上大きくても固定では、天のある方向の一日に一度ずつ観測するっきゃない。 勿論、これ

ら観測データの処理には、早くからコンピューターのお世話になっていたわけで、コンピューターあっての電波

望遠鏡だったのです。 

そこで世に知られた、三角法の基線をナガークして分解能を上げる手法。 径の程々のパラボラをある距離を離

して基線上に配置し、２方向出来れば三方向に配置した同方向を向いたパラボラで同時に観測することで、とて

も大きなパラボラの分解能を代行させる VLA 干渉型(very large array)望遠鏡があちこちで建設されるように

なりました。 第１号は、イギリスライルのケンブリッジの１マイル望遠鏡。 第２番が、オランダのウエスタ
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ンボーグの２マイル１４台のパラボラ配置。 そして、アメリカニューメキシコ・ソコロ高原の直径４０キロの

円内に、Ｙ字型に 25m 径のパラボラを２７基配置した極め付きの VLA が作られました。 野辺山にも、ミリ

波 45m 径パラボラの他に、ミリ波用１０m 径のパラボラ５基を、東西南北十字型に配置した、３０基のプラッ

トホームに各５００ｍ長のレールを敷いてどのプラットホームにでも配置できるようにした５素子ミリ波干渉

計が追加発注された。 つまりミリ波・合成超望遠鏡であります。 合成すると超精密なピントの電波写真が撮

れるという代物なのです。 これらはコンビを組んで、宇宙の温度の低くて、光天体望遠鏡ではよくわからない

星の生まれる前のガス状の星の卵時代のガスの回転や吹き出す状態など非常に克明な画像を示し、45m 鏡とも

組み合わせたり、さらに波長の長い諸外国の電波望遠鏡の画像にはめ込んだりして、研究はトントン拍子に進み、

星の誕生のあらましの経過が世界中の電波望遠鏡の一致協力によって解明されていったのでした。 例の、宇宙

有機物質の、科学の研究は、ミリ波観測精度を誇る野辺山４５ｍの独壇場ですが、ただ、どの有機物質がドンな

ミリ波長で振動するのかの研究は世界中の科学者が、手分けして根気よく実験し計算し、既に、ン千種類の仮想

有機物まで計算がされるようになっているそうです。 その内、星間物質として確認された分子は１９８４年現

在既に７０種類以上で、此の分野では国境も、派閥もなく国際間協力は極当たり前、そんな気風のようですね。 

そりゃそうでしょう、宇宙が一つであるように、宇宙科学に対しては地球も地球人も一丸にならなければ、星が

カンラカラカラと笑い転げることでしょう。 参考までに、次章に 1984 年までに確認された物質名と確認さ

れたミリ波周波数の表を掲げておきましょう。 

爺怪説：電波望遠鏡概史（6）星間分子に笑われない無線マナーを 

野辺山の、４５m 完成前にも我が国では三鷹天文台の敷地内の６m パラボラ、が、改良に改良を重ねて、２４

チャンネルの電波分光を誇り、更に、野辺山の１６０００チャンネル用の「音響光工学型電波分光器」の基礎実

験を行っていました。 アメリカでもソコロ高原の４０kmＶLA25m 径Ｘ２７基は突然作ったわけではなく、

光学天文 大の基地アリゾナ州ツーソンの南東２１００m 標高のキットピークにおいて、１１m 径３基による、

全自動遠隔操作、観測制御データ整理、放物面修正メインテナンスも自動というシステムの完成後、初めて建設

されたのでした。 このほかイギリス・ドイツ・フランスもそれぞれ１０ｍ前後径の３基による VLA 干渉観測

設備をそれぞれ建設しています。 これらはいずれも野辺山のミリ波には及ばず、分解能では１０倍でも、星間

分子雲の、つまり、星の王子様のガス雲の外周までの観測を得意とします。 野辺山は、その精度と、ミリ波に

よって、更にその中の、星が形成されつつあるガス雲の激しい渦や噴出ビームを検知しうるのです。 特にその

ガスの構成成分の検出が得意というわけです。 

今私の手元にあるのは書籍ですが、おそらくその方面の web では 新の公開されうるデータの開示がなされて

いるモノと思料されます。 ミリ波まで、取り扱うお仕事やハムの方、参考になさっていただきたいモノです。 

こんなミリ波の電波出したのは自分が世界で初めてだなど思ったら百何十億年も前からそんな電波はずっと出

してきた、星の玉子さまからカンラカラカラと笑われてしまいます。 お気をつけ遊ばせ。 

しかるが故に、何処にも発給されていないはずの、ミリ波の分野も、電監によってその免許が厳しく審査されて

初めて許可になるのです。 丁度、戦前から、ジャンスキーのアンテナが地球外外来ノイズを捉えた研究に敬意

を表して、当該周波数範囲の使用を原則禁止にしてきたことを踏襲したわけでした。 現在は判りませんが、１

９８４年で既に野辺山のミリ波干渉計の受信ミリ波上限は２００ＧＨｚだったようですから。 

参考までにその「ホシマブンコ」こと、星の玉子さんたちがいつもお使いの「周波数の一端」をお目に掛けてお

きましょう。 ホシマブンコさんに限らず、有機分子の振動は、その結合構造によって複雑で、構造単位の組み

合わせの数ほどの周波数の数を発しているので、どのチャンネルもいっぱいでしょうが、存在の有無を判定する

主たる周波のみの記述にとどめます。 分子式や分子名でそんなのは聞いたこと無いと思われるモノは多分地球

上では安定に存在しない物質かも知れません。 

又これらがすべて、野辺山 45m 鏡が初めて観測したモノでは無く、電波望遠鏡がこれらのモノを捕まえ始めた

１９５０年頃からの研究成果の集積です。 更に、ここで 23A ギガでリストされるアンモニアは、もう４０年

近くも前、原子時計が作り出されたときは２３８A メガの振動が使われたことでよく知られています。 

電波で観測される星間分子：（１９８４年６月） 

分子式 分子名 周波数(GHz) 

CH メチリジン 2.335 

CN シアンラジカル 113.491 

CO 一酸化炭素 115.271 

CS 一硫化炭素 48.991 

NO 一酸化窒素 150.547 

NS 硫化窒素 115.572 
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分子式 分子名 周波数(GHz) 

OH ヒドロキシルラジカル 1.667 

SO 一酸化硫黄 86.094 

SiO 一酸化珪素 86.243 

SiS 硫化珪素 90.772 

H2O 水蒸気 22.235 

CCH エチニールラジカル 87.317 

HCN シアン化水素 88.632 

HNC イソシアン化水素 90.664 

HCO ホルミルラジカル 86.671 

HCO ホルミルイオン 89.189 

HOC’ イソホルミルイオン 89.487 

HN2’ アジニールイオン 93.174 

HNO ニトロキシル 81.447 

H2S 硫化水素 168.763 

HCS' チオフォルミルイオン 128.021 

OCS 硫化カルボニル 97.301 

SO2 二酸化硫黄 104.029 

SiC2 シラシクロプロピン 94.245 

NH3 アンモニア 23.694 

HCHO ホルムアルデヒド 4.830 

HNCO イソシアン酸 87.925 

HCHS チオフォルムアルデヒド 104.617 

CCCN シアノエチニールラジカル 98.940 

CCCO 一酸化三炭素 48.108 

HNCS イソチオシアン酸 129.013 

CH2NH メチレンイミン 5.290 

CH2CO ケテン 100.095 

NH2CN シアナミド 80.505 

HCOOH 蟻酸 85.927 

CCCCH ブタジニールラジカル 28.532 

HCCCN シアノアセチレン 81.881 

CH3OH メチルアルコール 36.169 

CH3CN シアン化メチル 110.381 

NH2CHO フォルムアミド 1.539 

CH3SH メチールメルカプタン 101.139 

CH3NH3 メチルアミン 73.044 

CH3CCH メチルアセチレン 102.548 

CH3CHO アセトアルデヒド 79.150 

CH2CHCN シアン化ビニール 1.372 

H(CC)2CN シアノジアセチレン 23.964 

HCOOCH3 蟻酸メチル：逆 酢酸 100.482 

CH3CH2OH エチルアルコール 90.118 

CH3OCH3 ジメチールエーテル 86.224 

CH3CH2CN シアン化エチル 105.469 

H(CC)3CN シアノトリアセチレン 24.816 

H(CC)4CN シアノテトラアセチレン 14.526 

H(CC)5CN シアノペンタアセチレン 23.698 

*注）観測される代表的な周波数を示した。 

  勿論多くの分子は他にも色々な周波数のスペクトル線が観測されている。 

**注）表の出典：新潮社刊(1985.9)新潮文庫「星と宇宙の科学」佐藤文隆・海部宣男共著 
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パピーニュウス第 55 号（2002 年 12 月 1 日号） 

爺怪説：電波望遠鏡概史(7)お詫び訂正と、現状 

１：お詫びと訂正と追補： 

重要な乱丁落丁があるのにたまたま文意がしっかりが繋がったため見落としておりました。 ご指摘いただいた

皆様大変失礼いたしました。 お詫びして、訂正させていただきます。ついでの訂正も。 

（１）イギリス：ジョドレルバンク： 

   戦艦の副砲の砲塔を経緯儀の経の回転装置に使用。 パラボラ径 76m。 経緯儀。 

   緯の方は高射速射砲の旋回装置を応用。 鉄骨構造にはマスト類を可能な限り応用 

   １９５７年完工１９５８年観測開始。 

（２）オーストラリヤ：パークス： 

   １９６４年完工：パラボラ径 ６４ｍ： 

   １９７８年、野辺山の情報をもとに、パラボラ変形精度を上げるために 

   ホモロガス変形則型に改造工事開始。 

（３）アメリカ国立、グリンバンクス（ウエスト・ヴァージニア州）： 

   １９６４年完工、パラボラ径 ９１ｍ。 

   完工するも、運転により精度低下、修整頻度上昇、自動停止装置不調等により一旦解体の憂き目 

（４）ドイツ：ボン近郊エッフェルスバーグ： 

   １９６７年修整完工、セミホモロガス型パラボラ計算修整でスタート。 

   パラボラ径 100m。大径の割に精度良好。 

ジョドレルバンクのみ経緯儀型。 ２以降はすべて赤道儀型可動パラボラ。 

２：その後と現状： 

（１）各電波望遠鏡の性能現状：（理科年表：２００２） 

名称 所在地 口径 分解能 観測周波数 

Effelsberg ドイツ 100m 30" 22GHz

Green banks アメリカ 100m 6.2' 2GHz

Parks オーストラリア 64m 4.4' 5GHz

LMT メキシコ 50m 建設中 

国立天文台野辺山 日本 45m 15" 115GHz

Haystack アメリカ 37m 49" 43GHz

通信総研鹿島 日本 34m 50" 43GHz

IRAM(pico-veleta) スペイン 30m 13" 230GHz

Onsala スウエーデン 20m 33" 115GHz

JCMT アメリカ 15m 14" 435GHz

SEST チリ 15m 23" 230GHz

FCRAO アメリカ 13.7m 45" 115GHz

大徳電波天文台 韓国 13.7m 46" 115GHz

紫金山天文台 中国 13.7m 46" 115GHz

Kitt Peak アメリカ 12m 30" 230GHz

CSO アメリカ 10.4m 20" 345GHz

国立チリ ASTE チリ 10m 建設中 

HHT アメリカ 10m 22" 345GHz

国立天文台水沢 日本 10m 5' 22GHz

国立天文台鹿児島 日本 6m 8.3' 22GHz

名古屋大ナンテン チリ 4m 2.7' 115GHz

名古屋大 日本 4m 2.7' 115GHz

KOSMA スイス 3m 80" 345GHz

AST/RO 南極 1.7m 2' 490GHz

東京大学富士山 日本 1.2m 1.8' 490GHz

CfA アメリカ 1.2m 8' 115GHz
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名称 所在地 口径 分解能 観測周波数

東京大学 VST1 日本 0.6m 8' 230GHz

東京大学 VST2 チリ 0.6m 8' 230GHz

Arecibo 固定球鏡 プエルト・リコ 300m 3' 1.4GHz

RATAN-600 特殊固定 ロシア 600m  

Ootacamund 半固定 インド 529x30Ant 2.3 度 x3.3' 330MHz

NanCay フランス 300x35Ant 3.5 度 x19' 1.6GHz

＊注）代表的な値のみを示した。他の周波数でも使えることが多い。 

（２）開口合成望遠鏡：（含む干渉計） 

名称 所在地 全体の大きさ アンテナ 分解能 周波数 

VSOP（はるか） 軌道上 etc 約 30000km 8m 径他 30 台 0.001" 1.6GHz

VLBA アメリカ 8000Km 25m 径 X10 基 0.0003" 22GHz

VERA 日本 2300m 20mX4 基 建設中 

JNET 日本 1300m 45m-6m 計 4 基 0.002" 22GHz

Merlin イギリス 6-133m 76-15m 計 7 基 0.35" 1.6GHz

GMRT インド 25m 4.5X30 基 9" 330MHz

VLA アメリカ 0.6-21Km（Y 字） 25X27 基 0.4" 5GHz

ATCA オーストラリア 6km 25m 径 X6 基 1" 10GHz

Cambridge イギリス 5km 13m 径 X8 基 4" 5GHz

Westerbork オランダ 3.2km 25m 径 X14 基 3.9" 5GHz

SMA アメリカ 508m リング状 6m 径 X8 基 建設中 

BIMA アメリカ T 字 2200x1000m 6m 径 X10 基 0.4" 115GHz

Owens Valley アメリカ T 字 440x400m 10.4m 径 X6 基 0.5" 230GHz

国立野辺山 日本 Ｔ字 570x545m 10m 径 X6 基 1" 115GHz

IRAM/Bure フランス Ｔ字 160x288m 15m 径 X5 基 1" 115GHz

早稲田大学 日本 20mx20m 2.4mX64 基 6' 10.6GHz

国立野辺山２ 日本 Ｔ字 489mx220m 0.8m 径 X84 基 10" 17GHz

SSRT ロシア 622x622m 2.5m 径 X256 基 15" 5.73GHz

オーエンス谷  27ｍ径 x2 基  

太陽干渉計 アメリカ 670mx366m 2m 径 X3 基 5.1" 18GHz

引用２００２年理科年表 172pp. 丸善刊 
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パピーニュウス第 56 号（2002 年 12 月 8 日号） 

パピーのフランスニュース：デユーマ・パンテオンに埋葬 

今年１１月末の土曜日、沿道を含めて約２万人の参加者と観客が見守る中、パリのパンテオンで、一つの国民的

な行事が行われました。 このウエブをご覧の方なら子供の頃にお読みになったことがおありでしょう、三銃士

とか、厳窟王、騎士ダルタニアンの活躍する中世の多くの物語を書いた著者と言えば、アレキサンドル・デュー

マ。 世界的大衆大文豪。 もう一人の「ああ無情」の世界的文豪ヴィクトル・ユーゴーと生年は同じ、１８０

２年、今年は生誕２００年。 それを記念して、今までは、フランス北部の農地の一角に寂しく埋葬されていた、

デユーマの墓から柩が運び出され、この日、あらためて、フランスの国民的英雄、文豪、功労者たちが埋葬され

る、パリのパンテオンのヴィクトル・ユーゴウの隣りに埋葬されました。 

フランスの国旗は、自由、平等、博愛の３色を象徴します。 フランス人の心です。 生誕が同じその名が同じ

ほど世界的に有名な大文豪の二人が、一人は相応のパンテオンに葬られ、一人は北フランスの畑のほとりに寂し

く、、。あれっ、どうして？って気付いたのでしょうねえ。生誕２００年を機に。 

昔を掘り返してゴメン！アレキサンドル・デユーマさん。 でもどうしてそうなっていたか、１００年以上も、、、、

これを書いておかなければなりません。 このたびシラク大統領も、気付いて「アレッ？」そして直ぐ「誤りは

直ぐ正さなくては！」と言ったように。 そうです。１９世紀のまっただ中、黒人奴隷の孫、と言うだけで、ど

んなに有名になろうとも、白人と同じ墓地には葬られ様のない不条理な世の中だったのでした。 その頃も、フ

ランスの国旗は三色旗でしたが。 不条理な色の三色旗だったのですね、きっと。 「三銃士」を当時新聞に連

載されてデビュー、一躍有名に、更に新聞小説王と言われるまで「モンテクリスト伯」（日本では「厳窟王」）

「騎士ダルタニアン物語」と書き続けた大衆文豪。 パリの騒々しさは近年ひとしおでしょうが、お隣の文豪と

大衆文学論でも語りながら、ゆっくりお休み下さい。 何？「今更面映ゆい」 ですて？ 何遠慮なさることは

ない、そこはフランスですよ。 
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パピーニュウス第 57 号（2002 年 12 月 10 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１）（前置の段） 

はみ出し者、その時代の社会の枠という、一升枡に入れて、その器量を推し量ろうにも枠からはみ出しこぼれて、

どうにも測りきれない人物。 生まれ出るべき時代を誤らなければ、又別の社会に役立ったかも知れない才能を

秘めていたとも見られる奇才など。 

たとえば、新田次郎著「アラスカ物語」に紹介された、明治の初中期の、侍気質の残る日本に填り切れず日本を

はみ出し、アメリカに渡る安田某も、これ又アメリカにも填り切れず、北氷洋の気象観測船のコック兼雑役とし

て乗船するが、船が氷に閉ざされ食料が底をつく。 危急を知らせる氷上の脱出行を志願し、百数十キロ離れた

アラスカまで、星空を頼りに、九死に一生を得てたどり着き、辛くも任務を果たす。 イヌイットの人たちに食

料を船まで運ぶのを誘導して届けさせるが、自分の人生は此の助けてくれたイヌイットの人たちに捧げるべきと

一念発起して、退船して、アラスカに定住する。 アメリカの捕鯨業が、鯨の脂だけを取るために北氷洋の鯨を

取り尽くし、イヌイットの食料がなくなり、生肉食人種のイヌイットは、生きるのに困る時代に立ち至る。 フ

ランク安田は、イヌイット族を説得し、鯨・アザラシに固執して飢え死にを選ぶより、山にいる大型つの鹿カリ

ブーの肉で生きようと、海辺を捨てて、イヌイット族の大集団を率いて、山越えの長距離移動を計画、誘導し大

集団移住に成功する。 これは一見はみ出し者には見えない偉人伝のようであるが、たまたま同時代に、その奇

才を生かす別社会に填る事が出来た数少ない例外であって世の中こうばかり旨く行くことは少ない。 

フランク安田が、アメリカに渡るのとほとんど同じ頃の日本で、はみ出しまくって、若くして不遇のうちに生涯

を終えた一戸直蔵の生涯を綴っておこうと思う。 

ほとんど余談だがアマチュア無線の国内交信をしていたある日のこと、私をコールしてきた湘南地方の局が、名

前は一戸といいます、と名乗られた。 ほとんど反射的に私は、一戸直蔵さんという方をもしやご存じでは？と

声をかけました。 「驚きました、一戸直蔵をご存じの方がアマチュア無線をやる方の中においでとは？ 爺さ

んの兄ですから大伯父とでも言うのでしょうか、相当な変わり者だったようで、親戚の中でも余り口にしません

のです、此の名は。 一族の中では世間体を憚る名前という受け止め方でして」「いやー、あれだけの情熱を持

って、日本の天文学を世界的レベルにするために奔走することで身も心も使い果たしてしまうということは、並

大抵の情熱で出来る事じゃないと思います。 かねがねこの人のことを何とか書き残してみたいモノだと、考え

ているのですが、、、、」「まさか、氷室さんは天文学をおやりになった方？ そうでなければなかなか一戸直

蔵の名前さえご存じの方は極めて稀ですから。」 「いえ、天文少年でしたが、子供の頃科学画報かで、ヤーキ

ス天文台の紹介記事を読んだことがあり、明治の 3０年代にロバ２頭に食料を積んで登って、ここに２年余り住

み込んで、天体望遠鏡の実学を学んだ人がある、その名は一戸直蔵という事を覚えていたわけです。 私自身１

０数年前、台湾に通い１年、住み込み４年勤務してそのときに、今は玉山といいますが、その昔の新高山 3997m

に登る機会がありました。 頂上まで連れていってくれたガイドさんが、携帯ボンベの酸素を呉れながら、明治

時代日本の統治になってすぐ、ある日本人が此の頂上に天文台を作って、世界一の望遠鏡を置くのだと、時の台

湾総督後藤新平に進言し、２人で強力を雇って、登山した話が、戦前までは強力村でだれ知らぬモノはなかった

という事ですと語ってくれたのでした。 

これが、一戸直蔵のことだと判るまでに若干の手間暇は掛かったのですが、この時、後藤新平総督が頂上で直蔵

の説明を聞いて返した返事も知れました。 「おいおい、直さんや、いくら頂上が狭かけん、天文台が建てられ

んからいうて、ダイナマイトで新高山の頭おっぺがしては、台湾の人はうんとはいうマイで。 も一寸考えんか

い？」と。 これで、後藤新平は直蔵と肝胆相照らす仲とはなったが、やがて、直蔵の突拍子もない発想と行動

に気圧されて、次第に疎ましく思うようになるのだと聞いたのでした。 これ以来それらの断片を繋ぐ話を探し

ているのです。 何か直蔵さんのことおわかりでしたらお聞かせ頂きたいのですが、、、。」 「氷室さんの方

が詳しいねえ、先ほども申し上げたように、直蔵の事となると口をつぐむのが、親戚の慣わしだモノで、すみま

せん」と。 やはり一人で探すしかなかったのです。 

後藤新平台湾総督に出あって以降のことは割に掘り出せば出てきましたが、1877 年生まれの青森県出身という

以外出自がはっきりしません。 それよりも、この人の、行動した明治時代の、日本の天文学分野の実状と世間

の受け入れ状況、又当時のアメリカに於けるその辺りの事情を上手に紹介解説しないと、この人がなぜそんな突

飛な行動に出ることになったか、当時としてはどんなに突飛に見えたかがおわかり戴けないかも知れないのです。 

なるべく当時の社会の状況も解説しながら書き進めないと、意味がなくなり、何のこっちゃ、に終わってしまう

かもなのです。時代の移り変わりをしっかり把握していただいて、お読み下さるようにお願いいたす次第です。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（２）（背景その１：明治と改暦の段） 
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明治維新が成っても、すぐに、今の社会に繋がる社会の卵が割れて成長を始めたわけではありません。 為政者

は勿論の事、元侍も、庶民も、明治天皇までもが、どうしたら、新しい日本に作り替えられるか、日夜頭を痛め、

模索し試行錯誤を繰り返し、みんなが揃って、先ずどうやら自分自身の頭の中身を洗張りすることが必要だと考

えることによって、明治維新の仕上げが成っていったのです。 そこここに幕藩体制の遺物・残骸が横たわり、

徳川３００年に慣れ親しんだ、古いしきたりだらけの世の中があり、陰陽師・陰陽道に操られた古い迷信や言い

伝えが公然伝統として、世の中の論理や道理を支配していたわけです。 明治天皇は、新しい日本を呼び覚ます

ために五箇条のご誓文というのを、発しましたがその中の２か条で、「旧来の陋習を破り、天地の公道に基づく

べし」「知識を世界に求め大いに皇基を振起すべし」と喝破しています。 これなくしては、文明開化の御代は

決してこなかったのです。 幕藩時代に、諸外国と、幕府を始め諸藩が勝手に結んだ条約は、すべて騙されたモ

ノと言ってよく、不平等条約そのものでした。 明治新政府は諸藩を肩代わりして、これらを片っ端から調べ上

げ、日本政府との条約に更改しながら不平等を糺し、借款を世界通商上の標準的借款に置換する作業に大わらわ

になります。 利子が利子を生むような不利な条約を交わしていた藩が多く、決済を急がなければならなかった

ようです。 生糸と絹織物を、決済に使うことが出来たのは、なんと言っても不幸中の幸いだったようです。 

このために、富岡や諏訪地方などの養蚕・生糸生産地には、全国の没落武家の娘子女などが出稼ぎに集まり、家

族を食わせるために身を粉にして働き地方送金し、このことが誇大宣伝されて、女工哀史などと若干歪められて

伝えられていますが、とにかく、養蚕から生糸の生産を奨励し、生糸の絹織物生産集散地までの輸送手段の整備

が大車輪で急がれたわけです。 真岡鉄道、八高線、そして横浜に積み出す横浜線などがいち早く作られたので

した。 こうして、諸外国に対する、被虐的ともいえる情けない不平等条約が、国際レベルの通商条約借款契約

に置き換えられる作業が続けられ、 後の置き換え条約の調印が明治２３年１０月５日に行われたのでした。 

これで、明治維新の仕上げが成り、文明開化を目指す新生日本が、名実ともに、文明国の仲間入りが出来る外殻

が整ったのでした。 

一方、日本人の生活ぶりは、維新によってどう変動したのだったか。 幕末にはかなりの生活の選択肢が増えて

は来たが、儒教の精神を底流とした控えめな道徳に支配されて生活していた。 維新後にはいろいろな形で庶民

層にも、外国文化に関する情報が流れ込んできた。 維新で、世の中をひっくり返した貴族層には、まるっきり

外国かぶれするモノも多く、鹿鳴館時代という、何ともナンセンスな浪費生活・享楽主義的な昼夜を送る者の集

まりもあったりして心ある者を憂えさせた。 たがの外れた桶板のように日本人の生活態度が腐敗怠惰華美に流

れることに時の明治天皇も心を痛めたのでした。 

前述のように、新政府の努力により、時流相応の国際的独立国としての体裁を整えたこの年此の月を記念に、明

治天皇は、日本人の生活道徳復興と、人の道の再構築に資する何かを残そうとブレインの学者に諮って、「教育

勅語」なるいわば「人の道宣言」を此の月末に渙発されたのでした。 

此の時代の日本の庶民の生活を律していたのは、一つには、中国４千年の歴史に基づく、孔孟の教えと、陰陽道

から来る暦とそれにまつわる蒙昧な迷信をも含む、言い伝えに根付いた生活ノウハウであったと言えるでしょう。 

陰陽道を司り、陰陽師の允許を取扱い、暦の頒布で財をなしていたのは、平安以来７００有余年独占的地位にい

た土御門家であった。 幕末のごたごたが始まると、土御門家は利権危うしと見たか、別に暦も狂っていなかっ

たにも関わらず、幕府と朝廷に改暦を申し入れている。 存在感を示そうとした以外の何物でもない。 しかし

直後に大政奉還という、驚天動地の事件が起こり、無視されただけでなく、幕府解体に伴って、暦法管理権を新

政府預かりとされてしまった。 一つには、世界的に暦法議論が盛んになっていたことに、土御門家は目をつぶ

っていたのに対し、幕府暦法方は勿論在野の究理学者らは、その議論の行方が、近々ユリウス暦が、グレゴリオ

暦に改変されることまで、見抜いていたのであった。 

その通り日本では大政奉還の翌年、世界では万国暦日付会議が開かれ、参加国のほとんど大多数の賛成で、太陽

太陰暦のユリウス暦を廃し、太陽暦グレゴリオ暦に改暦し、世界の年頭日、すなわち１月１日を世界中統一し毎

日の日付と曜日を世界中同じにようと言うことが議決されたのでした。 日本は、中国暦に倣って、太陰暦でし

たから、これから太陽暦それも２月が極端に短いグレゴリオ暦に改暦することは世の中がひっくり返るほどの混

乱になると、大勢は大反対でした。 実際、農業国の日本では、作物の種まき、植え付け刈り入れ、何をとって

も、旧暦で季節と農作業生活にピッタシ・フィットしていて、何の不足もないと思われていました。 

ところがです、頼みの綱であった、陰暦国中国、時の清朝は、一年半後の明治５年に、此の太陽暦日付条約をあ

っさり批准してしまったのでした。 寝耳に水と日本新政府は慌てることになります。 実際にどう国内で暦を

どうするかよりも、気は「清国に遅れを取る此の恥さらし、、、」の国内批判が怖い。 しかし維新カイオスの

真っ直中の新政府には暦どころでなく内外多事山積の有様。 しかし新政府内には外交の際など、その文書の日

付が、国際的に違うことの不自然さ煩雑さの他に、太陰暦の暦日が、迷信的暦注と結びついて文明開化に向かう

べき民間の啓発や教育の邪魔になっていることや、外国の制度の取り入れの障害になることを理由に、権大外史、
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塚本明毅の世界暦に倣うべきことの提議が出されるに及んで、いい理由が着いたとばかり、あっさりとグレゴリ

オ暦改暦を１１月批准可決、１２月を短縮１２月３日を明治六年１月１日とすることにした。 これから約４０

年、福沢諭吉など文明開化派の旧暦擁護併記派と旧暦完全廃棄派の文部省外務省海軍省が、公然ジクジクと、揉

め続けることになる。 

福沢らの言い分は明治６年が旧暦の閏年で、政府月俸予算が明治５年分も１１月ですでに赤字、これで明治６年

が１３ヶ月予算では政府が立ち行かぬからと言って民意を深くも聞かずに急に改暦断行するとは、独断専行もこ

こに極まったとして新政府を糾弾するところから端を発している。 政府も応戦、改暦に乗じて、旧暦占朴併記

の暦を売って民心の動揺を煽り、旧体制復帰を諮ろうと言う反政府運動はきつく官憲によって取り締まるという

布告を発布し旧暦併記の暦は見つけ次第没収焼却するに至る。 しかし、内務省から仲裁案が出され、明治７年

秋頃から併記ではなく、「月齢合載」暦はこれを差し許すこととなった。 しかしこれでは暦は売れず、民間は

依然旧暦の行事に固執が続き、新政府に対する反感醸成の一因であった。 

西南戦争はそうした中で起こった国内 後の戦争であった。 稀代の大度量、西郷隆盛は新政府の不明振り、そ

して腐敗官僚の存在を嘆きながら、此の「はみ出し一代」セゴドンは「しかしそれをしも又時代、やむを得ぬか！」

と城山に自刃した。 時に明治１０年９月であった。 お手玉唄、鞠つき唄には「私は九州鹿児島の西郷隆盛娘

です、明治１０年３月に切腹なされた父上の、、、」と歌うが、実は半年もずれている。 語呂合わせの罪のよ

うだ。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（３）（背景その２：当時の大学と天文台の段） 

斯うして世界と共に歩く文明国の一員となった以上は暦を科学の中に取り込み、暦法は天地の運動の究理によっ

て定まるモノという概念を教育の中に取り入れ西洋風潮を盛り上げなければならなかった。 旧幕府の天文方、

麻布の観象台こと天文台、暦法方などは、昌平こうとともに東京帝国大学の前身開成校に引き継がれ、文部卿の

管轄に移された。 始めは、第一番中学開成学校；昌平学校と称したようです。 しかしいつの間にか、第一番

中学という枕詞は消えて、開成学校、昌平学校と並び称されたようです。 昌平学校(現在の湯島聖堂＠昌平坂)

は手狭で、開成学校（＠本郷赤門）がどんどん学科学級が上積みされて、大発展し各単科大学を持つようになっ

ていったのでした。 そして５箇条のご誓文「知識を広く世界に求め、、」で、お雇い外国教師をどんどん招聘

した訳です。 これらが東京大学となるのが明治１０年、更に帝国大学法で東京帝国大学となるのが明治１9 年

です。 こうなった後東京天文台が東帝大の管轄のもと建設され、寺尾寿が初代天文台長として、着任、暦世天

文一切を取り仕切る、つまり天文は大学のモノに取り込まれたのでした。 

当初はどんな学問の分野をどの程度の広さと深さで教育することにしたらいいか、諸外国の程度もそれらのお雇

い外人教師から習って決めて行こうと言う、甚だ虫のいい状態でありました。 その為には先ず外国に留学でき

るだけの素養と肝玉を育てなければならなかった。 そういう人となりを育てて、諸外国に留学に出して勉強さ

せながら、日本に来て何か役立ちそうな先生にめっこを入れさせ、口説いて引っ張ってこようと言うところから

始められている。 学校も、天文台も暦法方も、足早に、裃を脱ぎ捨て、西洋風に改革出来るだけの自信を少な

くとも植え付けて貰う必要があったのでした。 

安倍の清明の、化け物退治の陰陽道以来の、陰暦と、迷信化させて生活を律するようにさせようとする暦と占ボ

ク術に毒されて７００年、既に賽は投げられて、グレゴリオ太陽暦を批准し、諸外国と１月１日を一緒に合わせ

て、ハイ文明国でございと言ってみても「散切り頭を叩いて見れば文明開化の音がする」チャカポコチャカポ

コ、、、、中味が空っぽの音では始まらない。 政府は暦頒布権を押さえたモノの、巷は囂々たる非難、迷信だ

らけの占ボク術百っ鬼夜行の有様だったのでした。 徳川時代のごくごく終わりに近く、漸く洋学書によって知

られた究理に立脚した天文学を普及させて、暦の中の占ボクと、百鬼を追い払わなければいつまで経っても真の

文明国とはなれそうもなかった。 

そお言う意味で、開成学校の究理・天文の教授の人選は難航し、 終的に、ヨウロッパに偏らず、アメリカとヨ

ウロッパから常に毎年半半に招聘することになった。今も昔も変わらぬ官のイージーゴーイング的結論誘導法で

あったのです。 この決め方が、呼んできた先生によって、生徒の仕上がり方がガラッと違うことになる。 た

またま生徒の品性にもよるのかも知れないが、フランスから呼んだ究理専門の先生についてしかし天文を勉強し

た寺尾寿は、卒業して直ぐフランスに留学、勉強を重ねて、帰国、やがて、東京天文台の初代総長を永年勤める

ことになる。 しかし、明治も半ばのアメリカの天文専門教授についた一戸は、アメリカ流の、天文台設営学を

中心に指導されてしまう。 そして、アメリカに留学するのだが天文学の理論でなく、当時、アメリカ中部の荒

野の山に建設された、 新のヤーキス天文台に望遠鏡とその設置、操作、メインテナンス法を習いに行ってしま

った。 この辺がその後の一戸の行動を律してしまうことになったし当時の西洋かぶれがアメリカかぶれにひど

く偏った原因になったように思う。 人は環境に生きる動物ってことかも。 後段で、当時のアメリカ流天文台
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とは何であったか特に説明しておきたい。 それはヤーキスだけでなくその後の巨大鏡天文台についても言える

ことであったのだが。 意外にその辺のことを日本人は知らされないのです。 

一寸脱線ですが、イギリスで、産業革命の導火線となった発明は、ジェームズ・ワットの、蒸気機関の発明でし

た。 これはトウインビーの近代産業論の講釈を待たずとも大丈夫ですね。 ところで、そのジェームズがやか

んの蓋が蒸気でカタカタ踊るのを見て、蒸気機関を発明したと日本の学校では習ってしまいますね。 一寸待っ

て下さい。 ジェームズの家はそんなに裕福な家庭でしたか？ 彼の父親はジェームズの兄弟を沢山抱えて、近

くの炭坑で、穴に潜って、石炭を掘る炭坑夫でした。 昔は、偉人伝とかよく読めば書いてあったようです。 私

はたまたま近所の遊び仲間に借りた少年倶楽部で読んで知っていましたが、当時青い釉薬を見つけて売り出した

陶器で一山当てたウエッジウッドがスポンサーとなって初めてジェームズワットは蒸気機関の模型を作っては

壊しして、発明を完成することが出来たのです。 これをフランスでは小学校で習います。 蒸気機関は大切だ

が、博愛が大切、そして、先行投資も大切。 と言うことを教わるのです。 偉人伝でなく、社会には何が大切

かを教えるのです。 ウエッジウッドはただもうけただけでなくそれをジェームズの才能に掛けて彼を助け、そ

して蒸気の力を引き出して産業の姿を変えただけでなく社会構造まで変えた、とまあこういうわけです。 

昭和７－８年頃の科学画報にも、このワットの蒸気機関の発明を助けたのは、ウエッジウッドだったという記事

を１０年ほど前に私は見つけました。 日本でも偉人伝を教えろと言うのではありません。 間違えないで下さ

い。 折角の大発明の卵でも、しっかりとしたその才能を見抜くスポンサーが付けば、世界中が潤うこともある、

このワットの蒸気機関は好例だったと言うことは教える価値があると思うのです。 トインビーがどう捕まえて

いようとも。 

アメリカのヤーキス天文台以降の個人財団持ちの巨大鏡天文台のケースは大分違います。 先ずヤーキスという

人を知っていますか？ 日本人の９9%以上は知らないでしょう。 蒸気機関のワットや産業革命ならもっと沢

山知っているでしょう。 私はこれも少年倶楽部か子供の科学で読んだ記憶があります。 ついでに言っておく

と一戸直蔵の名前も科学画報で子供の時に見た記憶があったのでいた。(前に書いたか） 

ヤーキスもご多聞に漏れぬ、シカゴのチョイとした悪でした。 フランスやイギリスで、路面・市内電車が盛ん

になると、いち早く、勤めていた銀行を退社しシカゴの路面電車路線を片端から落札独占専有に走ります。 市

長・市議を買収、籠絡し、汚職贈賄もビジネスのうちと称してやり放題。 遂に電鉄王と言われながら、やり放

題が過ぎて、夜の帝王になろうとする直前、新進気鋭の新聞記者の籠絡に失敗、生まれ故郷ペンシルバニアの新

聞ですっぱ抜かれて失脚。 ニューヨークの IRT 地下鉄の株買い占めもばれて、おじゃん。 結局アメリカでは

汚い金と言われて、投資も出来ず、どうにか株を全部金に換えて、アメリカ脱出。 イギリスに渡り、ロンドン

地下鉄の株をこっそり買い占め、漸くロンドン地下鉄の理事を務めた。 

晩年、石油王ロックフェラーが作ったシカゴ大学が、ヘール博士の設計の口径１ｍの世界 大の屈折望遠鏡をど

こかに据える計画があるのを聞き込み、どうせ地獄までは１００ドル紙幣一枚、持っては行けぬと、すべての私

財をなげうった。 ウエッジウッドと随分違いますわね。 これが当時 新鋭のヤーキス天文台です。 免罪符

的発想の産物です。 この屈折鏡は荒野のど真ん中、一寸した丘の上。 文明の光が来ないだけ。 お金にモノ

を言わせる。 しかしこの屈折望遠鏡は確かに世界一だが焦点距離 20m は長すぎ重すぎ、使い勝手が世界一悪

いことが判り、ヘール博士が大反省。 以後は高山に巨大反射鏡ブームが跡を継ぎます。 これを見かけ上、ジ

ャイアンチズムと呼んでいます。 

アメリカから雇われてきて、一戸直蔵に天文学と言うより天文台学を教えた先生がこの出来立てのホヤホヤのヤ

ーキス天文台に知人を持っていたのでした。 私の記憶では、一戸は、ロバ２頭に食料と水と、蝋燭と油を積ん

で、荒野を数日掛かって、天文台まで歩いて行ったと書いてあったと思います。 日露戦争が終わった 1905

年のことだったのです。（続く） 
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パピーニュウス第 58 号（2002 年 12 月 15 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（４）（直蔵：実学に填る、の段) 

明治５年の秋になって、手のひらを返すごとく、アッと言う間に、グレゴリオ暦の批准と、太陽暦への急遽、転

換を図った 大の理由は後に、時の宰相大隈重信の語録にある由。 前述の福沢の突き上げ発言の通り、 大の

理由は、明治６年が陰暦では３年に一度の閏年で、月俸制のため、１３ヶ月分お給料を支払わなければならない

ことを避けるのが 大の理由でした。 ウソも方便、貴族院の演説では 大急ぐ理由は、清国に遅れを取っては

文明国に仲間入りした名が廃るの誹りを受けるのは我慢ならぬであろう、が理由。 諭吉はこれらの語録を手に

入れ糾弾したのでした。 

一方、天文台は、差配・管掌が猫の目のように更迭されながらもどうにかこのグレゴリオ暦への急転回を乗り切

ったのでした。 付け足しておきますと、万国・暦・日付条約では、グレゴリオ暦への切り替えと１月１日の統

一。 それに、地球の日付変更線をグリニッチ子午線でなく、もっとも国数の少ない１８０度の子午線にすると

言う決定でした。 １９３３年までに現在のアラスカとニュージーランド付近で曲がった日付変更線に何度か修

正されたのでしたが。 原型はこの年に出来たのです。 

政府も学校・大学も、実は天文や暦どころの騒ぎではありませんでした。 ああそれなのにそれなのに、海軍省

がお雇いアメリカ技師の言うままに天文台を設置してしまい、内務省もいや暦法は我が省にて、されば天文台を、

いや暦法・天文とも大学が管掌仕る、よって大天文台は是非文部省にて、、と現業官庁３巴の葛藤が激しく始ま

りセクト、お互いの事業連絡は途切れて、明治１４年の内務省地理局による東京府下大観象台設立案は、海軍観

象台の柳楢悦の反対にあって、潰される始末。 

明治の初年、開成校や昌平校に入ってくる人はエリートの小倅などが、政府出仕の道を得ようと、法経書学には

そこそこ来るが、理工学系に学ぼうとするモノは、数年に一人、それも目的が極めて偏っていた。 一方招聘さ

れたお雇い外人教師も、広い分野に総花的に通暁して且つ教師免許のあるモノは少なかった。 そんな時代でし

た。グレゴリオ暦に改まった明治６年。 フランス人レピシェが開成学校のその他物理の意味の、諸芸学科主任

として着任した。 一人だけの学生として究理・天文の受講を希望している寺尾 寿が居た。フランス語の素養

はなかった。実直・寡黙な男だったが、フランス語を覚えるからと迫り、究理天文の関係語と、一般的なフラン

ス語の単語帳を自分で作りながら、フランス語と究理・天文の勉強に日夜努力を重ねフランス留学に値するとい

うレピシェの優等判定を得た。 この後しばらくは、この手の優脳者は記録されていない。 天文・暦関係では

明治２1 年帝国大学にドイツからの招聘教師が独語物理を開設したときに入った平山 信が、地球物理と天文学

を学び、更に光学を学んでドイツに留学した。 そして、明治２８年日清戦争の終結を待って、帰国して帝大の

物理天文学講座を担当している。 この平山 信迄は、そこそこの勉強までで、政府関係官員様になる程度の凡

人しか育っていない。 外人お雇い教師が目を見張り、自国に留学に値すると、優秀判定するについては、そう

とう腹を割って話が可能なほど外語会話が出来正確な質疑が可能でなければならないでしょう。 実際平山 信

は当時ドイツから来ていた外人教師のお眼鏡にかない、ドイツに留学、寺尾が学んだ、星学とも言うべき保守的

な位置天文学などが主流のフランス天文学とは一風変わったドイツ究理天文学に傾倒し、多くの人の協力の必要

性、天文教育の重要性をも積極的に学び取って帰国していた。 寺尾が自身の勉強、観測に熱心な才人ではあっ

たが、教育・研究に消極的で、弟子が育って来ないことが言われていたので、寺尾が天文台長兼務で天文志望生

があると時だけ、星学教場を開き、平山は地球物理、とドイツ物理天文を担当し、数年間だけ招聘外人教師が居

ない時代があった後平山が寺尾に変わって２代目天文台長の席につくこととなって、再び、帝大にはお雇い外人

教師が必要となった。 寺尾がフランス天文学、平山がドイツ天文学、しからば次は、アメリカ天文学は如何や

ということでもなかったのだろうが、海軍省がアメリカもそうであったとして維新直後から開設運用している海

軍天文台にお雇い外人が居たのだがその推薦で、アメリカから外人教師を招聘した。 水路局向けの天測技術者

養成の教育訓練実習はお手の物だったらしいが、物理天文学に余り造詣深くなく、アメリカの当時のジャイアン

チズムの宣伝マンの観がある、陽気なヤンキーだったらしい。 

ここへ、官員様大嫌いな田舎者,一戸直蔵が入学したわけだ。 何故官員様を蛇蜴のごとく嫌ったかは伝承がない。 

ともかく、津軽弁とベランメエアメリカン英語が意気投合して不思議な組み合わせが成立したらしい。 田舎か

らポット出のナイーブな一戸のメモリーには、アメリカのジャイアンチズム天文学が、又、当時女性（１９０2

年？スノー嬢など）が大型望遠鏡を寄付したというアメリカ社会の市民の平等性などが、超強烈な印象として又

理想として染みついて不思議ではなかったでしょう。 斯うして、一戸直蔵は理論天文学よりは実学天文台建設、

望遠鏡の据え付けなどにはまりこんでいったのでした。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（５）（直蔵：の頃の天文界の様子の段） 
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明治維新で、日本は鎧甲は脱いだモノの、産業革命にはほど遠く、実業は殆ど育っていなかったのです。 世界

からはその意味では１世紀近く隔たった遅れでした。 背に腹は代えられぬお金に替わる決済資材としての、生

糸と絹織物（当時は絹布と言った)の生産とその運搬鉄道は焦眉の急で、新政府が、外国から導入した機械で、

建設、外人の指導で、動かした。 それらは外人技師には至極当たり前に動いたわけだが、明治の人々には、化

け物か怪獣のように見えたに違いない。 

落語の故志ん生師匠の１８番「抜け雀」の枕に、明治５年に新橋から横浜まで出来た汽車が出てきた。 志「近

年、新橋から横浜まで出た汽車を岡蒸気と言いました。 みんなはあれはどうやって動くのだろうと言っていま

したが、乗った人は自慢していました。 皆「岡蒸気に乗ったってな！」 乗「そうよ！。 おめえ達なんぞ乗

れやしねえから。、、、乗っててみなよ。 いろんなモノが飛んで来るんだ、電信柱が飛んでくるは、、、山が

来るは、海まで飛んで来るんだ、、、、、、それをな、まあ、うまーく避けるんだ！」 

それが笑えないそんな文明の夜明けでした。 当然、蒸気の怪物を見たり乗ったりした人には舶来崇拝の心が芽

生えて無理はないでしょう。 この舶来崇拝の心は、日清・日露・第一次／第二次大戦に勝ったり負けたりした

後も変わることなく、今も舶来ブランド崇拝として、根強く生き続けていますね。 米、魚や肉だけは逆のよう

ですが。 当時はすべてでした。 

一方寺尾や木村を育てたレピシェが建議していた、天文台は、開成学校が東京大学になってからの明治１１年漸

く実現することになった。 この年、米人物理教師メンデンホールが招聘されて、東京大学の学生に、天測理論

とその実地指導を行っている。 又大学内と富士山頂での重力測定を行った。天文と言うより地球物理と言うべ

きであろうが。又物理の先生は光学実験室を作って、太陽スペクトルのフラウンホーファー線の波長測定もして

見せている。 

測地や、報時の官業から離れた純理論天文学では、ニュートン・ケプラー・トンボー達の天体力学がなお過去の

栄光の残照が残っており、新興の天体物理学や後に大望遠鏡時代に開花する膨張宇宙論が起こる兆しも見えなく

はなかったが、お雇い外人教師達は殆ど紹介に及んでいない。 

明治１３年、メンデンホールに代わり、ワシントン海軍天文台所員ポールが来て漸く、理論天文学授業を行った

が詳しい説明は測地学に必要な範囲にとどまったようです。 ポールも、明治１５年に又、内務、海軍、文部、

３省協同の天文台に統合拡充設立を提案したが、、前年反対した、柳楢悦が海軍に健在で、相手にされなかった。 

この度の、柳の過激な発言「富国強兵に直接関係ない予算に金を出す様な政府は政府ごと叩きつぶさねばならぬ」

はポールをいたく失望させ、野蛮国には居られぬと憤慨、船を予約、席を蹴ってしまった。 翌、明治１６年フ

ランス留学から寺尾が帰国、ポールの講座を引き継いだ。 しかしフランス純粋天文学は、ポールのモノとも異

なり、学生は面食らったようである。 寺尾は明治１８年、天文学という自分の講座を星学と改名している。 

明治２１年になって、海軍省水路局長柳楢悦が急に退職。 事態が急転回。 政府予算局が予算の有効活用を旗

印に、内務省地理局観測課天象部の天象観測と編暦事業、海軍省水路局観象台の天象観測作業を併合して、麻布

飯倉の海軍観象台の地所に東京天文台を設けて、帝国大学理科大学付属とする政令を発した。 ３省ともぐうの

音も出ない。 富国強兵以外に金を出す奴はブッ潰すと言った柳は居ない。 下のドジョウだけ。 すんなり決

まって、寺尾が初代台長を拝命。講座は又お雇い外人教師に。 斯うして寄せ集められた東京天文台は、寺尾台

長のもとで、沈香も焚かず屁も放らず編暦・報時などの官庁業務にいそしんでいた。 寺尾の人柄とも取られ勝

ちだが、この発祥の経緯を思うと、寺尾の立場は相当微妙だったようだ。 海軍 OB には口うるさい榎本武揚や

勝海舟が政界に口出ししかねない位置にいたし、目の上のたんこぶは☆の数ほど居たようだ。 斯うして台内に

は、「お役所天文学」の空気が瀰漫していたようである。 後は余暇にちっぽけな望遠鏡で、夜空を眺めて、観

測と称する程度だった様だ。 

一方国際的に天文分野を見ると、１９世紀後半は、国際協力の機会が増えて、意見交換が物理天文学を動かし、

研究の加速度がついてきた観を深くする。 次の章で述べてみたい。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（６）（直蔵以前の国際協力の段） 

一般的に言って、一口に天文学と言っても、今日言う、カーナビなどの位置、言い換えれば、緯度、経度の測定

など、地域科学的なことと、地球は一つ、的な、宇宙論など地域には関わりのない面とあるが、特に後者につい

ては、更に国際的な情報の交換、前者については、地域的にどのような違いがあるか、の比較論的情報交換、が

必要であろう。 産業革命によって、機械が発達し、交通手段が出来、有線電信網が出来てきた１９世紀の後半

はすべての学問にも革命的な進歩が起こるが、天文学では観測の国際協力という進歩が約束された。 たとえば、

南半天球の石炭袋や南十字星はヨーロッパでは見えない。 喜望峰の天文台では見える。 ヨーロッパでは昼星

の見えないときアメリカでは、夜で星が見える。 日食や月食、惑星の掩蔽、水星や金星の日面通過などの現象

では緯度経度の異なる地球上の２つ以上の異なる点で観測することによって、望外の効果を上げることも多い。 
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１８世紀から行われ始めた国際協同観測は、１９世紀半ばから、船や鉄道の便が始まったことで、急速にネット

ワークづくりが始まっていた。 更に、明治新政府がお雇い外人を呼ぶようになって、お雇いでなくても西欧の

学者が、東洋にも来航するようになった。 

東洋の中でも日出ずる国すなわちもっとも東北に位置する日本が、近代化したことで、国際的観測網の上で、重

要な位置に現れたことになった。 この位置でなければ、お雇い外人教師もおいそれとは来なかったかも知れな

いくらいお互いにそれは有り難いことだったのです。 偶然にもそれは明治６年頃から目に見えてきます。 金

星が太陽面を通過する時間を地球上の違った点から測ることによって、太陽の地心視差、つまり太陽と地球の間

の絶対距離が求められる。 これは極めて重要な観測なのだが、金星が太陽面を通過する現象はそう頻繁に起こ

らない。 明治７年（１８７４）の機会は１７６９年以来のことだったのです。 そこで早くも、明治６年に、

米国政府から日本政府に横浜、長崎に観測所設置の申し入れがあり、例の柳水路局長がこ の好機に天測を研究

修得すべき旨答申して外人の観測が許可されている。 当日、アメリカ、メキシコ、フランス、日本の４班が観

測して好結果を得た。 この際、来日した外人から、当時の日本では未だ知られて居なかった、電信利用の経度

測定などの天測術を習ったり、四分儀・六分儀他天測儀、望遠鏡など機械器具の斡旋を依頼したり文献を依頼し

て交流の実を上げている。 日食観測も、観測遠征隊を交流させる好機である。 明治２０年の白河日食では、

アメリカの天文学者が来日し、明治３１年のインド日食では、日本から観測隊を派遣し以後もしばしば観測隊を

派遣している。 

１９世紀は国威発揚の世紀だったので、天文学にも国際政治の駆引きや軋轢が絡んでくることが多なった。 上

述はほぼ純粋に天文や地球科学的国際協力だが、国際的に政治が絡んだ問題もあった。 １８８３年ローマに於

ける測地学会（日本は不参加）の要望をもとに、翌 1884 年２５カ国が出席し、ワシントンで子午線会議が開

かれた。 それまでもとになる子午線（経度原点線）が国によって違って数カ所あり、地図が違った経度で作ら

れていて混乱していたので、この際、イギリスのグリニッチ天文台の子午儀の中点を通る子午線に統一し、ここ

を東西経０度の本初子午線としこれから東経西経各１８０度を採ることを公式に採択した。 グリニッチを原点

とすることはイギリス中心主義として、フランス代表は猛反対の演説をぶったが、日本代表菊池大麓は、大勢に

同調した。 フランスは、それまでもパリ天文台の子午儀を基点にした経度の地図であり、現在もミシュランの

地図には、グリニッチ基点のモノとパリ基点のモノと２通りの地図が売られているので注意が必要２度４０分の

経度の差がある。 この決定以来日本の標準時は東経１３５度によることとなった。 

更に、１８９５年の国際測地学会の時、ドイツのベルリン天文台長フェルステルの発議で、地球上なるべく経度

の離れて居て緯度の等しい箇所を数カ所選び、ここに国際共同緯度観測所を設ける案が大多数の出席者の賛同を

得た。 当時日本の科学界は黎明期で、欧米人から見ると精密な天文観測を日本に委託するには時期尚早であり、

ドイツ人技師を送るべきとドイツは主張したが、日本代表大森房吉が、日本人の特性を説明、日本人自らの手で

させて、技能知識を更に磨かせるべきと主張して、ドイツを説得、日本人の手で行うことに決定した。 ついで、

１８９８年に開かれた、同総会で、この案の実施が承認され１９００年から５年継続で、日本の岩手県水沢が、

その観測所の 1 つに選ばれた。 

大森房吉が突っ張り発言したのを証明するかのように、水沢の所長、木村 栄（ひさし）が１９０２年に緯度変

化の Z 項を発見精度が世界的であることを証明した。 当時の日本としては、珍しい国際級の仕事であった。 以

後、緯度変化の測定は日本のお家芸となり、水沢緯度観測所は、後に第一次大戦後の大正１１年から昭和１１年

まで、緯度変化国際中央局の栄誉を担い、更に第二次大戦後、再び国際中央局に復帰している。 

一戸直蔵が、大学に学んだ時期が、丁度この水沢緯度観測所の地道な観測が精度を上げた頃で、彼にとってはア

メリカかぶれの頭から見ると、なんとチマチマしたことと感じていたかも知れない。 
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パピーニュウス第 59 号（200２年 12 月 21 日号） 

パピーの面白話：Q 略号とクエイサーついでにパルサー 

QSO とか、QRZ とかは、アマチュア無線だけに通じる略号だと思っては居ませんか？ もう少し広そうだな？

結構。 船舶無線にはもう一寸広げて使われていましたね。 末尾に、昭和２７年夏、日本人に３０局 JA コー

ルが免許された頃アマチュア無線に使われていた Q 符号の表を掲げておきましょう。 参考にして下さい。 

近は随分勝手な意味に曲解されて使われていますので注意が必要です。 

ところで、この秋、高校時代の、天文倶楽部の OB 会に呼び出されて、いまも天文に凝っている人たちと５０年

振りに会話するチャンスがありました。 難しいモノです。 分野の違う人との会話は。 こちらでカノープス

が獅子座流星群の時見えた話をしていたら、何処からか、誰かが、QSO だの QSG だのと言っているのが耳に

引っかかってきたのです。 「うん？ナヌ？」ってことになりますわな。 「オッ、誰か無線の話が分かる奴が

居るのか、これは心強い」と先ずカノープスの話を片付けていると、更に、QSS と来た。 「うん？ナヌ？」、、、。 

QRS なら判るが QSS は何だっけ？と思い始めると昔は、津島市や海部郡のあちこちで十分に老人星カノープ

スが見えたが、と言う目の前の話が QSS に気圧されてカノープスのように見えなくなってし まった。 

「ヤムヲエン」と話半ばにそちらのグループに出向いて、Q 符号の意味を問うて見た。 「おや、大先輩、クエ

イサーを知らないことはないでしょう？」と来た。 「恒星状天体準星、至遠距離にある、銀河宇宙の中の超新

星だけが光っているように見える奴じゃろが？」 「へえ、そいつらを纏めて、Quasi Stellar Object 略して、

QSO。 それらのうち、光の割に、強い電波を出している奴を、Quasi-stellar radio Source 略して QSS、

光の割に電波の殆ど出てない奴を、Quasi-stellar galaxy 略してＱＳＧと呼ぶのだそうでわ。」と言う話でし

た。 「電波と言ってもパルスではないので？」 「そう、パルスが出ていれば、寧ろパルサーに括られてしま

いますよ。」ですと。 

面白いですね、偶然にも、天文用語と無線用語にまたがって存在する Q 略号。 チートも知らなかったワア。 

電波望遠鏡の歴史を書いた責任上、電波星に関わるこの二つを天文辞典の線に沿って解説しておきましょう。 

（１）クエイサー：恒星状天体、準星：天体写真乾版上で、恒星のように（すなわち、角度で１秒以下の大きさ）

見えるが星ではない。 光を波長別に分けるスペクトル写真に撮るとガス状天体特有の輝線が見られるが、大き

な赤方偏倚を示し遠いところにあることを示し更にもの凄い早さで、遠ざかっていることを示している。 現在

一番大きい赤方偏倚を示す恒星状天体は、PKS2000-330 と言う電波源で、その値は 3.78,赤方偏倚はハップ

ルの膨張宇宙説でのスペクトルのドップラー効果によるモノと考えると赤方偏倚が大きいほど我々から遠いと

されるが、光度も程々にあり、この PKS2000-330 の場合、絶対等級－２７等、太陽の光度の約５兆倍の明

るさになる。 一般にクエイサーのエネルギー放出は、赤外線域が強いが X 線域から電波域までのすべての極め

て幅の広い分布を持っている事が多い。 又光度や電波などの放射が不規則に数日から数年の尺度の変化を伴っ

ていることも知られ、単一の星でなく、極めて遠い１４０億光年程度の膨張宇宙の先の方の銀河宇宙１又は複数

のエネルギー発射源と見られている。 

1963 年に初めて、恒星状天体として見つけられた３Ｃ４８の場合、露出時間を長くすると光点をガス状のモノ

が包んでいる様にも見え、分解能の高い分光器で、本体のスペクトルと、周りのガスのスペクトルとを分離採取

された。その結果光点としては、表面温度一万度ほどの星が多数存在することがわかりがガスはそれらの星のか

なりの数が、未だ生まれて数千万年の若い星でガスを伴っているモノと判明した。 

３Ｃ２７３を始めとして、いくつかの恒星状天体では、電波源が中心核から、両方又は一方に、見かけ上光速よ

りも速い速度で移動する現象が観測されている。 クエイサーは始めの一個が１９６３年に発見されてから２０

００年までに約１５００個が見つかって研究されている。 それらを赤方偏倚の値に従って分類すると、値の小

さいモノすなわち我々に近いモノから、光速の９２％相当の極めて遠いモノに至るまで連続的に存在するが、遠

方に近づくに従って急に数が増える、その分布ピークは、赤方偏倚で 2-2.4 付近である。 

（２）双子のクエイサーと重力レンズ：1979 年に双子の恒星状天体 0957+561A と B が発見された。 こ

の２個の恒星状天体は、天球上で、角度で６秒しか離れてなくて、A はＢより約２５％明るいがこの明るさの比

は光でも電波でも同じで、更に分光スペクトルが、掃除で、赤方偏倚が１．４０５、吸収線の赤方偏倚が１．３

９０と全く同じで、天球上 A と B を結ぶ線上 B に近く赤方偏倚０．３６(AＢよりずっと我々に近い）の銀河が

検出されており、この手前の銀河の重力レンズによって遠方の１個の恒星状天体が２つの像に分解されたと解釈

されている。重力レンズはアインシュタインの相対性原理で予言され、水星の太陽による隠蔽などで、確認され

ている現象。 
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（３）パルサー： 秒あるいはミリ秒の単位の短い周期で、パルス状の規則的な電波を放射する天体。  パルサ

ーは強い磁場を持ちかなり早い自転をする中性子星だと考えられている。 １９６７年秋、ケンブリッジ大学の

大学院生ベル嬢が、天空のある一角からパルス状の電波がやってくることに気付いた。 この観測グループヒュ

ーイッシュらは更に観測を続け、この電波源が、１．３３７．．．秒という極めて正確な周期のパルス状電波を

出しており、しかも太陽系以外の遠い宇宙空間からやってくるモノであることを発見した。 ヒューイッシュら

は、 初この奇妙な電波は、地球外文明からの交信かもしれないと考えた。 しかしその後、次々と類似の電波

源が発見され、これらは自然現象に過ぎないとされるにいたって、パルサーと呼ばれることになった。 

この学会の慣わしとして、こういうモノがいくつか発見されると誰かが必ずこれはこんなモノがあって、こんな

理屈でこんな事になって、こんな仕掛けでこんなパルスが出るのでしょう、とまことしやかなモデルを作って提

案することです。 この時も色々な説によるモデルが提案されましたが、その後、超新星の残骸である”カニ星

雲”のちっぽけな中心星から、周期０．０３３秒の極端に短周期のパルスが出ていることが判ってからは、超強

力な磁場を持つモーターのような回転の速い中性子星モデルのみが生き残ってきました。 その説によると、パ

ルサーは磁軸と回転軸の方向がずれた中性子星で、磁軸の方向に電波が放射されているが、自転により、磁軸の

方向が観測者の方向に向いたときのみ電波が受信できる、と言う灯台モデルで説明されるが説得力ある説明とし

て広く受け入れられている。 パルサーのパルス周期は極めて高い精度で一定である。 しかし、何十年という

長い期間周期を見ていると、ホンの僅かではあるが周期が時とともに延びていることが判る。 パルサーは中性

子星の自転のエネルギーを消費して、電波を放射しておりその結果自転周期が延びるのである。 従って、一般

に、若いパルサー程自転が早く、年をとるに連れて自転が遅くなると考えられる。 しかし、１９８２年に発見

された１．５ミリ秒の超短周期パルサーの場合、自転周期の延びる割合が小さく、周期が短いからと言って必ず

しも若いパルサーとは限らない例もある。 パルサーは殆どの場合単独の中性子星であるが、１９７４年には連

星系をなすパルサーも発見された。 この連星系パルサーは、それ自身正確な時計だから、この連星の軌道周期

の永年変化を調べて、アインシュタインの一般相対性理論で予測される重力波の有無について検証が出来る重要

なパルサーである。 現在パルサーは銀河系内で数百個見つかっている。 以上の話は電波を出すパルサーでし

た。 これ以外に X 線でパルスを出している X 線パルサーもある。 X 線パルサーは、中性子星と普通の星との

近接連星系で、普通の星から放出されたガスが中性子星の磁極に降り積もるとき重力エネルギーが解放されてパ

ルス状に X 線が放射される天体である。 

無線で使用されるＱ略号の例 

（１９５３年８月号「ラジオと音響」付録より。オーム社刊）ほか。 

Ｑ略号 問いかけ 応答 

QRA 貴局の呼出符号は何ですか？ 当局の呼出符号は何々です 

QRG 当局の正確な周波数は？ 貴局の正確な周波数は、、、です 

QRH 当局の周波数は動きますか？ 貴方の周波数は変動します。 

QRI 当方の発射音調はどう？ 貴方の発射音調は、 

１．良好です 

2．変化します 

3．不良です 

QRK 当方の明瞭度如何？ 貴方の明瞭度は、 

１．読めません 

２．時々読めます 

３．読めますが困難 

４．読めます 

５．完全に読めます 

QRL 貴方は通信中ですか？ 当方は通信中でした 

QRM 貴方は混信を受けていますか？ 当方は混信を受けています 

QRN 貴方は空電に妨げられますか？ 当方は空電に悩まされます 

QRO 当方は電力を増加しますか？ 当局は電力を増加します 

QRP 当局は電力を減少しましょうか？ 電力を減少して下さい 

QRQ もっと早く送信しましょうか？ もっと早く送信下さい 

QRS もっとゆっくり送信しましょうか？ もっとゆっくり送信下さい 

QRT 送信中止しますか？ 送信中止します 

QRU 貴局は送信するモノ無ですか？ 当方送信するモノ無し 

QRV 貴方は用意が出来ましたか？ 当方は用意できました 

QRW 当方が、、、に、貴方が、...kc/で 

喚呼していることを伝えますか？ 

、、、に当方が...kc/s で喚呼 

していることを伝えて戴きたい 
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Ｑ略号 問いかけ 応答 

QRX 貴方は次は何時に当方を喚呼しますか？ 当方は次何時に貴方を喚呼します 

QRZ 誰が当方を喚呼していますか？ 貴方は、、、から歓呼されています 

QSA 当方の信号強度如何？ 貴方の信号強度は、 

１．殆ど感じない 

２．弱いが感じる 

３．弱い、後一息 

４．かなり良い 

５．甚だ強い 

QSB 当方の信号にフェーデイングを感じますか？ 貴方の信号にフェーデイングを感じます 

QSD 当方の電鍵操作は不良？ 貴方の電鍵操作は不良です 

QSG 当方は一度に電報を、、通送りますか？ 一度に、、、通の電報を送って下さい 

QSL 貴方は受信証を送ることが出来ますか？ 当局は受信証を送ることが出来ます 

QSO 貴方は、、と直接交信できるか？ 当方は、、と直接交信可能 

QSP 貴方は無料で、に中継できますか？ 当方中継可能 

QSQ 貴船に船医乗船しているか？ 弊船船医あり 

QSU 当方はこの周波数で送信又は応答していい

か？ 

当方この周波数で送信又は応答します 

QSV 当方はこの周波数で、Ｖ連続を送信しましょ

うか? 

当方はこの周波数で V 連続送信します 

QSW 貴方はこの周波数で送信しますか？ 当方はこの周波数で送信します 

QSX 貴方はこの周波数を受信出来ますか？ 当方はこの周波数の受信出来ます 

QSY 貴方はこれこれの周波数に移れますか？ 当方はこれこれの周波数に移れます 

QSZ 貴方は直前の語又は句を繰り返し送信できま

すか？ 

当方は直前の語又は句を繰り返し送信し

ます 

QTA 貴方は第、、号電報を取り消せますか？ 当方は第何号電報を取り消します 

QTB 貴方は当方の語数計算に同意できますか？ 当方は貴方の語数に同意します 

QTC 貴方には送信すべき電報がありますか？ 当方には送信すべき電報が、、通あります

QTH 緯度経度で示す貴方の位置は？ 当方の位置は、、、、です 

QTR 正確な時刻は何時何分ですか？ 正確な時刻は何時何分です 
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パピーニュウス第 60 号（2002 年 12 月 30 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（７）（まさにジャイアンツ・アメリカの段） 

無線で音声で交信するとき、言葉を確実に送るために分解して、1 字づつ確認するためにはフォネチックワード

と言うのを使いますね、a はアルファ、ｂはブラボー、、、、、ｚはズールー族と言うように。 数字の１はナ

ンバー・ワン、２はナンバー・ツー、、、、では９は？それがナンバー・ナインではナインです。 世界的にこ

れは、ナンバー・ナイナーが正解なのです。ナイナーって何？と日本人は９０％以上知らない。 ところがでは

４９er、フォーテイー・ナイナーはと言うと５％位知った方が増える。 そのナイナーなんですね。 

１９世紀のど真ん中。 アメリカ西海岸で、幾つかの河の中から砂金が見つかった。 山師が探すと至る所から

山砂金が見つかった。 ニュウスが東部に飛ぶ。 １８４９年はゴールド・ラッシュ、遅れてはならじ我も我も

と、馬や馬車を西に走らせるモノが相次いだ。 こうしてこの年頃西部に移住した人を 49er、フォーリーナイ

ナーと呼びます。 西部活劇、保安官ドク・ホリデーが、悪者ワイヤット・アープ一味を倒す荒野の決闘、Oh, my 

dearling Clementine 主題歌の一番にも出てくる。 ♪、、、excavating for a mine, dwelt a miner,49er, and 

his daughter Clementine。 鉄道と、電信線が、西へ西へと人を追う。 そんな一時代を作り出したわけで

した。 この唄の中では、 後は、クレメンタイン嬢は身をはかなんで、朝九時に、泡立つ激流に身を投げてし

まうようですが。 

日本ではその年は、嘉永２年。 未だ太平の世、松前、琉球には、アメリカ、イギリス、フランス、オロシャの

船が頻々と現れてはいたが、、、たった４杯で夜も眠れなくなるペロリの蒸気船が来るのは未だ４年後のこと。 

鍋島藩で、直正公が全藩民残らず種痘する事のおふれを出した年。 このゴールドラッシュ、西部開拓が１９世

紀後半のアメリカ経済発展の導火線だったわけ。 日本にも開国を求めるようになる蓋然かくの如し。 

母国イギリスから独立戦争によって、新大陸に独立市民権を得て１３州アメリカが１７８９年。 ヨウロッパ特

にイギリスでは既に産業革命が、すべての工業に、偉大な展開を始めた頃でした。 段々落ち着きを取り戻し、

先住民を蹴散らしながら、西へ、北へ、兵担線が延びて行くに連れて、馬車集団ワ-ゲントレインや駅馬車によ

る人貨の輸送の限界が危ぶまれ、イギリスから多くのノウハウを持ったエンジニア達が、東部に渡来し、イギリ

ス式に、山間部の大水車動力工業を脱皮して、復水器付きの４倍能力の蒸気機関動力で、ペンシルヴァニア西部

の無煙炭の露天堀炭坑をフル稼働して平野の付近に色々な鉄工業から派生する産業を興し、急激に工業発展する

ことになった。 山間部に残った水力水車工業も大水車時代を出現させ、直径１００フィートなどざら、、、、

日本の水車を想像しては困ります。 岩をかむ激流、とそれが削り取ったカスケード滝の対岸のオーバーハング

した岩場に、大型の木製の要部鉄補強した水平水車を仕掛けるのです。 此の回転を平ベルトをねじって、水平

シャフトの回転にして主軸を廻し、一つの工場の動力源にしてしまうのでした。 

NY 州北東部、のヴァージニア州近い山間にフージック・フォールズと言う滝の名がそのまま町の名という昔の

山間の工業の町があり今も１００feet 直径の大型水平水車を廻したカスケードと岩場と工場の跡が残っていま

す。 製紙工場だったのがその後色々変遷したようです。 こうして、アメリカの産業革命は、独立後５０年後

の１８４０年頃に始まり、爆発的にわずか２０年ほどで、製鉄所の近代化、鋼材鋼板ワイヤー更には、精銅所、

電線製造所を近代化したのでした。 これによって鉄道の敷設も、それのタブレット連絡電信儀用の電線の架設

も追いつき、中西部開拓の発展の大きな力となったのです。 

エネルギー源として石炭が初期には使われましたが、テキサスで水井戸を掘ったら油臭く飲用出来ず、別の箇所

に掘り直したら、なんと石油が自噴して来たメッチャ・超ラッキーな人も現れて、一攫千金文字通り。 ジェー

ムズ・デイーンが演じた「ジャイアンツ」でおなじみ、石油王ロックフェラーなどです。 産業革命のおかげで

石油は時代の寵児となり、所得税もない時代、儲け放題、稼ぎ放題、ゴールドラッシュの噂に、ヨーロッパから

なけなしの金をはたいて新大陸に渡ってきた人たちとの間の貧富の差は、計り知れないモノでした。 やがて、

此の恨み辛みで社会不安が醸し出されます。 富豪ランド vs 貧民ハーレム２極化。 富豪の免罪符的寄進が始

まりますが、見返りのあるモノへの寄付は、汚い金として嫌われ「ジャイアンツ」と言われるためには、元々見

返りの期待できないモノへの寄付と言うことになり、ここに浮かび上がってくるのが天文台。 どんな金持ちで

も天文台からの見返りがなさそうなことは、ハーレムの人たちにも理解できようと言うモノ。 とかくの噂のヤ

ーキスもイギリスロンドンの地下鉄で稼いで来た金を天文台に掛けた一人だったのです。 こうしてアメリカで

は、「ジャイアンチズム」天文台時代が始まったのですが、、、一戸直蔵が「うぶな心で」やって来たのがたま

たま又「その」ヤーキス天文台だったわけです。 アメリカに産業革命が渡ってから６０年、２０世紀がガラリ

と明けて５年。 

蛇足ですが、イギリスで、ジェームズ・ワットがウエッジ・ウッド陶器会社社長の援助のもと、ワットの蒸気機

関を発明、専売特許を取得したのが、１７６９年。 １２年掛かって、レシプロ・アーム・マシンを、弾み車の
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回転に変える装置を作っています。 その後、協同発明者の発案で、安全弁や、インジェクター付きのボイラー

とコンデンサー「復水器」付きの蒸気機関に出来て、初めて、安全・安定・強力な蒸気機関として、１７８５年

頃から工業動力に爆発的に、使われることになったのでした。 マンチェスター、バーミンガム、シェフィール

ド、グラスゴーなど、山間部から、工業が平野や盆地の平らなところに降りてきたのでした。 イギリスは小さ

い島ながら、至る所に炭坑があり、石炭の供給には当面事欠くことはなく、スチーブンソン始めみんなが、こぞ

って競い合って、機関車を作り、線路を造って、鉄道網を敷いたのでした。 但し規格化されず、軌間距離など

はテンデンバラバラ、後に国有化するに際して国家的大問題。 エーイ面倒とばかり、植民地インドに売り飛ば

してしまった。 今でもインドはこの為鉄道が発達できないでいる。 軌間距離が３０種類以上もある由。 大

変な付けを廻したモノです。 それはさておき、、、。 此の汽車ポッポ・鉄路ブームは、既成都市ロンドンや

パリに、地下鉄を作るのですが。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（８）「その頃の世界情勢は、の段」 

一戸直蔵の渡米に先立つ、１９世紀の後半は、産業革命に裏打ちされて、多くの産業が勃興し経済が激動しなが

ら豊かさを増し、それに連れて、人心が安定する反面、社会不安にも揺れ動いたのでした。 ギリシャ・ローマ

の昔から、人心の不安・社会不安の時は、人心を外に向かって開かせるのが為政者の常套手段。 現在の某大国

大統領も一所懸命これだねえ。 １世紀半遅れてるようなモノです。 一世紀半前は、ホンのチョイとしたこと

に目くじら立てて、大戦勃発ね。 社会不安に伴って醸される社会思想で、国際情勢が、右往左往した時代でも

あったのでした。 アメリカでも、独立戦争の後、イギリスは、１８世紀の終盤、ポルトガル、スペイン、オラ

ンダ、フランスと、次々領地の争奪紛争を起こし、１９世紀にまで、くすぶらせているし、世界を股に掛けた大

国の版図主義は、１９世紀後半若干スマートに見せかけただけで、一つも改まってはいませんでしたから、後発

のドイツ、不凍港確保のためのアジア極東進出を絶対命題とするロシアは、ジタバタ動き回っていたのです。 

明治新政府が出来た頃から日本の外交上の問題は、始めに述べたとおり、幕藩時代の各藩と幕府がテンデンバラ

バラに諸外国の借款と引き替えに向こう充分な条約を交わしているのを新政府が肩代わりする、そのかわり、不

平等を糺さねばならぬと言うことのほかに、朝鮮の腐敗気味な政府が、新政府の成立を祝って来たがその書状で、

此の機に朝鮮に朝貢するように求めてきたことで、騒然となっていた。 大勢が朝鮮征伐に傾く中で、西郷隆盛

が一人「オイドンが行って、此の一言は引っ込めさせてきましょう。 戦争はそれを拒否されるか私が殺されて

からではごわはんか？」と征韓論に歯止めを掛けるつもりで発言している。 がどこかで誤解を生んで、征韓論

の先鋒とされて枢機卿の職を解かれてしまう。 いつの世にも足を引っ張って、引きずり下ろし自分がのし上が

ろうと言う輩は多い。 野に下った西郷は鹿児島に引っ込んで、征韓論の主砲陸軍少将桐野利秋と言えばチッタ

ア聞こえもいいが、幕末の狂気の志士「人斬り半次郎」に「世に熱きは桜島とセゴドン」と祭り上げられてしま

い西南の役に自刃する。 

しかしここで談判に踏み込まず、その手紙の後半部は無視したことによって、朝鮮はつけ上がったし、清国まで

が日本新政府与し易しと、朝鮮の腐敗高官と組んで、日本と朝鮮との通商条項に茶々を入れ始め、特別関税の設

置などを強要したりしている。 特に江華島事件以後は清国の利権にも事が及ぶとしておおっぴらな朝鮮政府の

対日外交に内政干渉するに至る。 更に中国東北部に接する朝鮮の２州を租借しようと画策を始めた。 

明治２７年１８９４年７月２５日黄海豊島沖公海上で訓練中だった日本艦隊が清国北洋艦隊の軍艦を砲撃して

しまう。 これより先６月に日本軍部は、参謀本部の中に大本営を設置している。 多分予定の行動。 ８月１

日対清国宣戦布告。 ９月に大本営を広島に移す。 翌 1895 年２月始め、日本陸戦隊北洋艦隊基地威海衛を

攻めるが艦隊なし。 威海衛を占領。 １１日北洋艦隊主力旗艦「定遠」戦艦「鎮遠」と日本艦隊遭遇黄海大海

戦。 「♪勇敢なる水兵」の通り。 「未だ沈まずや定遠は？」だが、「戦い難くなし果て」られて、提督丁汝

昌翌１２日降伏。 重傷のため水雷艇で長崎海軍病院へ緊急入院。 手術後１ヶ月ほど入院後、日本駆逐艦で鄭

重に威海衛に送り届けられるが、それを恥じて翌日威海衛でピストル自殺。 武人としてのメンツを守る 期。 

誰か劇画にしないかな？結構哀れを催すいい話だと思うがなあ。 一方日本陸軍と戦った清国側は、国軍ではな

く、軍閥李鴻章の私兵と義兵。 下関での講和条約には李鴻章が来日。 明治から大正昭和まで伝わった尻取り

唄に「李鴻章の禿頭；饅頭喰って皮残す；擂り鉢頭に灸据えて；帝国万歳万々歳：」と言うので残っていた。 そ

うでなければ彼が禿頭だったかどうかまでは歴史書には残らない。 

一方、丁汝昌は傷が癒える頃海軍病院で、お世話になった、病院関係軍医、海軍高官、報道記者らに、揮毫を送

って謝意を表しているが、現在此の時の書の評価は高くない、これは、おかしい。 彼の字が中国人にしては悪

筆というのは全く当たらない。 彼がこの時何処を手術して、どういう状態で此の書を書いたか、その歴史の一

瞬の証拠としての別の価値があると私は思っている。 健康体の捕虜として来ていたわけじゃない。 考証鑑定

人の不勉強だ。 
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兎に角も、新生日本が大国を相手に、タイトルマッチを戦って勝ってしまった 初の戦い。 勝ったことが後の

世に良かったかどうかだが。 ともかくも。とそんなところだったのじゃなかろうか。 問題が、朝鮮に対する、

日清両国の干渉問題に端を発した戦いであっただけに、事後処理に対して、世界が神経をとがらせて注目したの

であった。 当時は満洲と言った中国東北部、ここに日本の関心があることは、世界中が知っていたことだろう。 

下関講和条約で中国から此の地区の鉄道開発についての利権をもぎ取ったことは未だいいが、遼東半島を領有す

るのはやりすぎだろう、返すべきだと、フランス、ドイツ、ロシアが、勧告した。 世に３国干渉という。 軍

部は渋ったが、明治天皇は詔勅を発して、遼東半島は返還すると宣言した。 世界と解け合うにはそうすべきだ

という良識に基づいたモノでした。 十年以上前から、清国に依頼されて北白川宮が日本軍を率いて蛮族征伐を

した台湾は此の講和条約ではっきり日本に統治を委譲されたが、島民はこの際独立したいと立ち上がり、独立運

動が島を覆ったが、日本軍に平定された事は余り書き残されていないのが不思議である。 

三国干渉で清国に貸しを作ることに成功したロシア帝国は、歌劇「サドコ」じゃないが不凍港を極東に持つチャ

ンス到来とばかり、シベリヤ鉄道の満洲への乗り入れを画策清朝から言質を取って、満洲で蠢き始める。 １８

９９年清国山東半島で、義和団の蜂起が起こると、各地で政情不安で、義兵が不穏な動きを始めた。 満洲でも

匪賊が台頭して略奪を恣にするようになった。 これこれと、ロシアは、軍隊を満洲国内に入れた。 ５月、オ

ランダ・ハーグで、第一回の世界平和会議が開かれ、ロシアの満洲進駐に対し、英国と日本他が反対したが、３

国干渉のよしみか、フランス・ドイツが支持する演説を打ち、物別れとなる。 これが日英を急速に接近させ日

英同盟となる。 ドイツは更にロシアを煽る。 更に日本を挑発し、日露間をおかしくする。 しかしこのこと

が後でドイツを孤立させることになるのだが。 欧州アジア北アフリカの各国がそれぞれ各個に同盟や協商協定

を結んで、身の安全を図ることが盛んに行われた。 

こうして、２０世紀は風雲急を告げる世界情勢の中でやってきたのでした。 この頃一戸直蔵が、東京帝国大学

に入ります。 帝国大学だったのが１８９７年京都に京都帝国大学が設立されたので、東京帝国大学と改称され

ました。 清国からの賠償金２億両は、当時の３億円日本の国費予算４年分に相当するモノであったのです。 そ

のうちの８４％が、臨時軍事出費と軍事費に廻されましたが残りの約半分で全国の高等学校、中学、高等女学校

が新設・整備されています。 政府も軍部も戦争の味を占めたと言って良いでしょう。 これが、日本を軍事大

国へ向かわせたのでもありました。 

１９０４年、ロシアは清国をなめきって、遂に遼東半島を占領し、旅順港の裏山の２０３高地に巨大な要塞を構

築するに至ります。 超大国ロシアに手向かいするには手も足もすくみながら、味を占めた日本は遂に宣戦布告、

日露戦争の幕が切って落とされたのでした。 ロシア軍の機関砲と当時は呼んだ、マンドリンと言われた、チェ

コ機関銃に対して、日本軍は未だ村田銃。 これに牛蒡剣をつけて剣付き鉄砲でワアと叫んで、突貫する戦法。 

機関銃の前にはひとたまりもない。 火器性能の差は、乃木将軍一人のせいではない。 しかし文字通り 1 将功

成って万骨枯る、数万の兵が２０３高地の攻撃で、命を落としている。 陸軍の一兵卒として従軍した乃木将軍

の二人の息子もそれぞれ、此の戦いで、不帰還となった。 何ヶ月もかかって、何度も敵に見つかって失敗しな

がら何度目かもう地面が凍るようになって掘ったモグラトンネルが功を奏して、やっと此のさしもの大要塞も陥

落したが、兵員損耗彼我合計６万数千。 他の戦場全部の数を合わせても此の半数という。 なんと戦いとは空

しいモノか。 更に１９０５年３月１０日、雪の奉天大会戦で、ほぼ陸軍戦が終了水師営の会見となる。 しか

し、その前にバルチック海を発した、バルチック艦隊の精鋭が、喜望峰、マラッカ海峡を通って、ヴェトナムで、

無煙炭と水を積んで、ウラジオストック目がけてやってくる手筈。 ロジェストウエンスキー中将がまかせなさ

い！と言っていた以上未だ戦いは終わっていなかった。 ヴェトナムで、石炭を積んだのが４月の終わり。 そ

して、運命の５月２７日借り上げ商船信濃丸の「敵艦見ゆ」に始まって、日本軍が使った始めての無線交信の日

が始まったのでした。 東郷司令長官の奇策、敵前回頭が、下瀬火薬の効果と相まって、ロジェストウエンスキ

ーの鼻っ柱をへし折っての大勝利。 それもその筈。 もう途中の港で、帝政ロシアは赤色革命で崩壊して下克

上の世の中になったと脱走兵も出る始末で回航に思わぬ時間を空費しているし、兵員の士気も沈滞してしまって

いて船足も重く、いつ白旗を揚げるか時間の問題だったらしい。 一縷の望みは主砲の到達距離で、勝てると思

ってやってきたらしい。 所が直前に日本で、ピクリン酸が国産化出来ていて、到達距離は、日本が上回ってい

た。 東郷さんはその距離を敵に容易に悟られぬようにあの陣形にして、撃ち始めたのだとの説がある。 敵の

射程６千５百。 一年前の黄色火薬なら日本は６千。 しかしピクリン酸で、７千８百で命中している。 

但し打ち始めはばれないように６千で打ち方始め、だったようだ。 東郷さんも始めから此の火薬を信じられな

かったのじゃないか、打ち始めて始めて、ああ敵前回頭しても恥かかんですんだ！とホッとしたのでないか。 因

みに現在のＴＮＴはトリニトロトルエン、ピクリン酸はトリニトロフェノール。 トルエンがフェノールに、つ

まり亀の子についてる硝酸基３個は同じだがトルエンは－ＣＨ３が、フェノールでは－ＯＨになっているだけ、

当時としては画期的もう殆どＴＮＴに接近した爆発力の火薬を使ったのでした。 こうして海戦が終わったのに

日本軍は樺太に上陸、アメリカルーズベルト大統領が、もう止して講和しなさいと勧告した。 そう、一寸大人

げない。 ポーツマスで講和条約。 ロシアが清国から租借権を得ていた遼東半島の先端部の租借権と、同じく、
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ロシアが、清国から委譲されていた満州の鉄道開発権を譲り受け、更に南樺太を領有することになった。 これ

が決まった頃には、既に、一戸直蔵は、アメリカのヤーキス天文台に到着していたのでした。 

はみ出し者伝記（1）：一戸直蔵（９）（天下のヘール博士も落込むの段） 

日本では日露戦争が漸く泥沼から抜け出しそうになった頃、ヤーキス天文台からの手紙が来て、戦争に後ろ髪を

引かれる思いを断ち切って、直蔵は、先生の紹介状を懐に、船上の人となった。 勝海舟は冬の北太平洋の荒波

の航海中、船酔いしていたらしいが、直蔵はけろっとして船室で、焼酎を友として、勉強と、船員相手に米会話

の練習に余念がなかったらしい。 

当時、未だ、フランスに割譲した後カナダと交換で、アメリカ準州に帰ってきた頃の、ニューオリンズで本船を

下り、ミシシッピー遡行の水車型蒸気輪船で遡行したモノと思われる。それはフォスターの世界であった筈。 

途中は駅馬車で、何百キロの胃腸返しの道を突っ走ったのかも知れないが、 後の天文台までの単独行は、さす

がの青森出身の直蔵も、西部劇風の馬３頭で、かっこよく乗り付けるわけにも行かず、ロバ２頭を引いて徒歩で、

歩いて数日掛けて荒野を渡っていったらしい。 天文台には既に当時世界 大の対物口径１０２センチ、焦点距

離約２０ｍのジャイアンツ望遠鏡が据え付けられていたが、そのソバに時々、世界に名高いヘール博士の失望に

打ちひしがれた悲壮なまでの浮かぬ顔があったらしい。 

ここに２年余の月日を費やして滞在した後、帰国した後、東京天文台に客員身分で勤めた際に、出張報告書から、

天文に役立ちそうなレポートを実に精力的に量産した直蔵だが、折角ヘール博士がヤーキス天文台に来てもその

落ち込みのすごさにとても話しかけられそうになかったと白状している。 しかしヘール教授も此の東洋人が、

天文を専攻した後、望遠鏡の勉強に来ているのだと知らされると、教授の個室に呼び、自分が此の望遠鏡に固執

したのは大変な失敗だったと、ぼつぼつ、屈折望遠鏡の性能上の限界、反射望遠鏡に比較した屈折望遠鏡の欠点

を事細かに語ってくれたらしい。 その欠点は、何もレンズ磨きの腕っこきの職人によるモノではなく、レンズ

の中を通ってその為屈折が起こる光の性質のためと、その光を曲げるレンズがとても重いことに起因することを

いつもぼやいて大いに反省していたのだと言ったらしい。 

当時、アメリカでの、大型レンズ磨き職人の第１人者は、１８７３年アメリカ海軍天文台の、口径６６ｃｍの対

物レンズ、アクロマート凹凸２枚の球面レンズを磨いて以来、次々と、大型レンズを磨いて成功して来た Clark

であった。 アメリカに於ける６５ｃｍを越える、彼がレンズを磨いた屈折望遠鏡の表を掲げておこう。 

クラークが磨いたレンズの屈折望遠鏡 

対物口径 天文台 口径比 レンズ磨き者 製作年 

102 cm  Yerkes 19 Clark 1897 

91cm Lick 19 Clark 1888 

66cm U.S. Naval 15 Clark 1873 

66cm Leander McCormick 15 Clark 1883 

一戸直蔵が見たヤーキス天文台の１０２ｍの屈折は彼のみがいた 新のモノであったのです。 そして、世界

大は、今日でもその通りです。 というのは、ヘールの此の猛反省によって、屈折と反射の徹底的な価値分析が

行われ、屈折は口径が大きくなると比例して色々な誤差と不便が集中してくることがはっきりして、此のヤーキ

スの屈折を 後に大口径は、反射鏡の時代が来てしまったのでした。 

因みに、クラークが公式文書に残している、此のヤーキスの１０２ｃｍの対物レンズの磨き完了時の正味重量が

言い当てられますか？ アクロマートは、色収差を打ち消すために、凸レンズとそれよりも厚い凹レンズを組み

合わせます。 正解は、凸レンズ１４６ｋｇ、凹レンズ２７８ｋｇで合計正味だけで４２４ｋｇもあるのですよ。 

焦点距離は約２０m ですから、支点を中央と仮定すると、十メートル先に少なくとも４２４ｋｇの目方のついた

２０ｍの筒っぽを振り回すことになり、此の筒の軸心と、対物レンズの光軸を常に合同の位置に保って任意の角

度を向けている事の難しさは想像を絶します。 更に凹凸二枚の間隙は計算された極僅かな空間でミリミクロン

単位で相互位置が確保されているまま振り回されねばなりません。 これが色収差を消す秘密なのですから。 

電波望遠鏡や反射望遠鏡の反射鏡は、放物面鏡ですが、屈折望遠鏡のレンズの表面は、逃げも隠れも許されない

完全球面ですから。 更に此の位置ずれや、光軸のずれは、性能劣化にもろに響き、しかも望遠鏡ですから、光

学的効果は倍率分の拡大して見えてしまうと言う仕掛けなのです。 

ヘール博士はそれでも、必死になって此の馬鹿でかい望遠鏡に世界的な仕事をさせられないか、と心を砕くので

すが、とうとうその結果は皆裏切られます。 後に、太陽の光をプリズム分解する機械を取り付けますが、こ

れも、プリズムが熱膨張して変形してしまうと言う事態となりヘールも遂に諦め、此の天文台自体を抛棄するこ

とに繋がります。 ヘール博士の活動の中心は、スノウ嬢の寄付した水平太陽望遠鏡を据え付けたウイルソン山
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に移り、ここに新しく２ｍ口径の反射望遠鏡を据え付けます。 高山に大径反射望遠鏡時代の始まりです。 ヘ

ールの業績をたたえその後ここはヘール天文台と呼ばれるにいたります。 

実は、後年になりますが東京三鷹の天文台にも、昭和４年、第一次欧州大戦のドイツの賠償金で、ドイツのツア

イス社に６５センチ口径の屈折望遠鏡を発注してしまい、昭和５年入荷据え付けても、遂に一度も、その性能発

揮されることなく、なまくら望遠鏡扱いされるのですが、実は、東京天文台には、此のヘール教授の此の反省に

関わる、一戸直蔵の貴重な分厚い報告書があったにも関わらず、此のはみ出し者の報告書は開かれることもなく、

貴重な外貨をどぶに捨てるに等しい、ヘール博士の名に釣られて前車の轍を踏んでしまったのでした。 

当時の台長藤原咲平台長も、どちらかと言えば気象学のオーソリテイー、大口径屈折望遠鏡の此の限界問題を知

らず、単なるミーハー族的舶来崇拝でドイツならツアイス社屈折レンズならツアイスでしょうとばかり決めてし

まった。 どうしても上手く働かないのは、敗戦ドイツにはいい技術者が居なくていい加減な磨き方をしたため

だと決めつけてしまった。 もし一戸直蔵が生きてありせば、、、又一戸の報告書が多くの識者の目に事前に留

まって居れば、安くて取り扱いやすいもう少し口径の大きい反射鏡を輸入していたであろうのに。 もう彼は重

い末期の結核の病床にあったのでした。 
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パピーニュウス第 61 号（2003 年 1 月 12 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１０）反射大鏡登場の段 

ヘール博士は、天文学の理論がいかに展開され進歩しようと、その実証には、すべて光学的な到達と、分解に頼

らなければならないことを、熱っぽく直蔵に語った。 此の熱は言葉の壁を越えて、直蔵は十分理解したようだ。 

此の後ヘール博士は、此の天文台に余り足繁くは足を運んでいないが来る機会には此の髪も目も黒く目を輝かせ

る青年に会うのを一つの楽しみとしたようです。 

前前章で、荒野の決闘で、とんでもない間違いを書いていますが、お詫びして訂正しながらたとえ話に使わせて

いただけば、此の町にやってきた新米の保安官ワイヤットアープが、よく事情は飲み込め無いながらも、大径望

遠鏡が天文学には絶対必要と理解した直蔵とすれば、此の新米に、何が何でも自分の熱を吹き込んで、加担して、

旧式の屈折大鏡には限界があることを理解しようとせずただ徒党を組むことによって、象牙の塔を守ろうとする

人々、すなわち悪徳地主で牧場主のクラントン一家にたち向かう決意を固めたアープに力を貸した肺病やみのド

クホリデーを、ドク・ヘールにたとえるのはチョイとたとえが行き過ぎでしょうか。 

ともかく、直蔵は、此のヘール博士が自分に何かを期待してくれたことは十分理解し、荒野に屈折大鏡を据える

ことを諦めたヘール博士の立場に同情したことは想像に難くない。 ヘール博士本人が、これからは高山に、屈

折ではなく反射望遠鏡が大径の問題が致命的でないからどんどん大径で作れることを証明してくれることを期

待していたに違いない。 

はじめ、未だ１０２ｃｍの屈折大鏡が充分力を発揮しないので、天文学の権威共がヘール博士に圧力を掛け、段々

それとなく嘲笑するようになった。 ヘール博士も此の屈折に随分未練を感じ、その改善に智恵と金と時間を使

ったようだ。 然し、既に限界を超えていることを知らず作られたモノに根本的解決策はなく、屈折の本来持つ

限界に、打ちひしがれてしまった。 これは、エンジニヤリング・センスがない天文学者には理解の外であった

でしょう。 

学者とエンジニヤの微妙な位相の差がここにあります。 ズレでもあります、位相差です。 「灯台もと暗し」

灯台は遠く沖行く船には光を届けますが、直ぐ足元には届きません。 ペンキ屋では「灯台もと暗し」でばっか

じゃなｊかろかとよく笑われました。 大学ではそんなことは習わない！と威張ってみても始まりません。 ク

リカラモンモンのオッサン共は「先ずペンキ缶の蓋あけてみな？」と大学出には言うらしい。 あの天ぷら屋な

どにある、業務用の油１８リットル角缶の丸い蓋。 ペンキの２０kg 角缶やシンナー缶の蓋はあの蓋です。 私

は学生時代に看板屋で仕事していましたから親指一本で明けましたが、文科系理科系に関係なく 近の大学出は

天ぷら屋や汚れ仕事のバイトを嫌うので駄目でしょう。 あの蓋は特許で、バッチリしまっていますが、親指の

腹を蓋の中央に当てヒョイと押すとペコンと凹んで周りのグリップが開いてワンタッチで開く仕掛けになって

います。 知らない人は指だけでは怪我ナシでは先ず開かないでしょう。 オッサン共はこれで、先ず溜飲を下

げるわけです。 次ぎに、栓を明けて口元いっぱい１８リットル入ったシンナー角缶から、５０cc のビーカー

ほどの豆缶にシンナーをこぼさず注いで見ろと言います。 角缶の○穴口を下の豆缶に近づけて注ごうとすると、

当然ながら、内容物の圧力が口に集中しますからダバッとこぼれて、大変です。 オッサン共は、此のガキ、大

学で何習ってきた？とこづき回す因縁つけるのに丁度いいわけです。 オッサン共だって、きっとトウシロウの

昔は同じことしたんだろうが。 不思議に大学出は１０人が１０人丸口を下にして位置のエネルギーが全部口に

掛かる方法で注ごうとする。 ソロソロ注ぐには何処から注ぐか、全く反対、丸口を上にして傾けて自由液面か

ら注ぐに限る。 水差しでも、やかんでも液体のでる穴は液面より下でも、注ぎ口は必ず液面以上にしてあって、

これを液面に下げることによって、ゆっくりこぼさずに液面からコップなり茶碗なりにつぐことが出来るんです。 

小学校で教えたら子供が可哀想でしょうか？大学で教えることでしょうか？教えない方が可哀想なことだと思

うのですが。 まさかに先生が知らなくて教えられないのでしょうか。 

先年、ノーベル賞の小柴教授のカミオカンデの、おニューの方のスーパーカミオカンンデでも、似たようなこと

を失敗して、浜松何とか製の特注超大型光電子増倍管を漲水中に半分ほどの６千５００本以上も割ってしまい、

来年度予算で血税２２億５千５百万円で補修されますが。 ホンの一寸注意して水の張り方に上述と似た注意を

すれば多分割れなくて済んだと思われます。 多分ホースの先を水面下に入れないで上からだぼだぼ落としてい

たのだと推測されます。 これでは溜まってきた水の水圧プラス位置のエネルギーで落ちる水の動圧がプラスさ

れて、一番弱い位置の一つがはじけ、更にその破裂動圧がプラスして次々はじけて、水面下の全倍増管が半分ほ

どの水位まで水を張ったときに割れてしまったのでした。 ホースの長さをけちけちせずに底まで届くほどにし

て、下から水面下漲水すれば、なんと言うことは無く水張りできて直ぐ観測に入れたモノを。 血税の他に時間

を無駄にしましたね。 エンジニヤリング・センスの不足でした。 お風呂に水入れるのとは違うのです。 ワ

レモノが一杯の縦長の水タンクですモノ。 もっともチョンボ無しにはノーベル賞は取れないのでしたね。 ア

ハハ。 
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そうです。２０世紀の到来と共に産業技術が一歩前進の兆しを見せ、兵器産業からネジの規格化から始まってそ

の材料たる棒、針金の規格化が始まり、材質の規格だけでなくサイズ形状の規格化の浸透により工業材料の共有

化が捗り、全産業の進歩が足早になってきたのでした。 自動車工業も成功裏に旗を揚げることが出来たのでし

た。 

丁度その頃ヘール博士が、屈折レンズでの大口径望遠鏡に見切りをつけ、光線がガラスの中を通過しないだけ問

題の少ない、且つ、球面よりは、ホモロガスな余裕が取れる放物面鏡が使える反射望遠鏡の優位性に着目、筒が

ないことを、空気のきれいな高山で使うことでカバーすればいいとして、大型の反射鏡の研磨方法を研究するこ

とにし、ここに高山・反射望遠鏡時代が到来しました。 たまたま２０世紀の到来を記念してスノー嬢という女

性が、名指しでヘール博士に寄贈した水平太陽望遠鏡をウィルソン山に設置したのですが、博士は思い切った大

直径 257ｃｍの巨大反射鏡を発注、出来上がりを待って、銀メッキし（後に１９１７年再研磨されたのを機に

アルミ蒸着メッキされるが)ウイルソン山で反射望遠鏡として組み立てられた。 此の２５７ｃｍ鏡は、何のケ

レン味も無いクリヤーな光像を示し、ヘール博士の期待に応えた。 このことを記念して、此の天文台は、以後

ヘール天文台と呼ばれている。 反射鏡の製作者は Ritchy、ガラスの冷却方法の考究にほぼ３年、回転放物面研

磨法と研磨機の試作に１０年の時日を費やした後実研磨に４年余の歳月を費やし、ヘール博士の期待に応えたが、

望遠鏡としての完成直前に病で急死したと伝えられる。 

一戸直蔵は、此の計画については博士から聞かされていて、熱くなったのだが、ウィルソン山には行っていない。 

このことが、日本では、昭和になっても未だ依然として天体望遠鏡は屈折望遠鏡であるべきだという空気を保っ

てしまった一因なのかも知れない。 もし彼の帰国レポートに「新しい天文台にはウィルソン山の２５７ｃｍの

反射望遠鏡」と言うようなパンチの効いた表題のレポートがあれば、事情は変わったかも。 
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パピーニュウス第 62 号（200３年 1 月 18 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１１）じっぱりネジ巻かれて帰国の段 

今時の子供、夏にデパートで買って貰ったカブトムシが急に寒くなって、籠の中でデングリ返って動かなくなっ

た。 「あーっ、お母さんカブトムシの電池が切れちゃったから、今日お買い物に行ったら電池買ってきておい

てね。」「それは電池じゃないよ、死んだらもう捨てるっきゃないよ。早く捨てなさい」。 気楽なモノだ、生

き物の命が語られていない。 親も親なら子も子のご時世。 デパートだけがはやるらしい。 昆虫の中にも混

血が起こり、既にカブトムシでさえニューハーフが現れ始めたという。 私どもの子供の頃も、確かに電池はあ

った。 便利であるが貴重なモノでもあった。 子供が手にするモノではなかった。 手にするようになったの

は戦後の停電頻発時代から。 

昭和２０年戦争に負けた年の秋から翌年夏過ぎまでは、朝、夕、昼、一番電気の欲しい時間には、定額灯、従量

灯線とも、停電していた。 昭和一桁時代を再現して、定額灯は朝４時頃から日の出まで、日没から午後１０時

まで、これ以外の時間の送電は地区配線により送電は保証しないのが昭和２１年３月時点での東邦電力（株）

（現：中部電力（株）の前身)の定額灯契約者への通知書にあった。 勿論明治３８年前後には一般家庭には電

灯電源の配電は影も形もない時代。 豆電球のつかなくなった、つまり寿命のつきた電池をどうやってか再生で

きないかと言うことで、いじり廻した。 今の人はそんなモノ買ってくれば？と仰るが、町中探したって売って

ない、モノがなんにもない時代って、判らないのかなあ。 今の乾電池ほど念入りなモノじゃないから炭素棒の

頭のソバのピッチに穴を１２０度ごとくらいに錐で明けて釘で穴を大きくして、ここから食塩水を入れては振り

入れては振りして、入らなくなるまで入れる。 運がいいともう１－２時間は豆球が点く、２度目は点いても暗

い。 仏の顔も三度までとはよく言ったモノだ。 ２度目３度目になると、乾電池のマンガン減極剤が酸化力を

使い果たしてしまって、２－３分でおしまいと言うことになるが。 この停電時代は炭素棒と、トタンメッキの

バケツで、豆球をともした。 減極剤が無いから食塩水だけでは直ぐ暗くなる、バケツを吊しといて揺するか、

液面にてえ突っ込んでバシャバシャかき混ぜると、又しばらくは明るく点く。 身を以て減極作用の体験をしま

したよ。 マンガン乾電池ではこの代わりに２酸化マンガンの酸化力を使っているのです。 当然、トタンバケ

ツの亜鉛は、段々消耗して、 期は内面は真っ黒な鉄板が露出して、親から大目玉を喰うわけですが、亜鉛が電

気に化けて明るくしてくれたわけで本来文句の言えた義理ではないのです。 

我々の玩具でなくても、レコードを聴く蓄音機でさえ、クランク軸を差し込んで、手回しで板バネ・ネジをしっ

かり巻き上げて、レコードを掛け、レコードの音がゆるんでおかしくなったら慌てて又ネジを巻き上げて、長い

時間レコードを聴いた後は、大抵翌日は両腕ともビンビンに腕が張ってしまっていたモノです。 自動車や太鼓

を叩く猿の玩具などすべての手を離して動く玩具はみんなネジを巻いたモノですから、人に対しても、「ネジを

巻く」という表現が常用語で、現代語で言えば「気合いを入れる」のうちの、「励ます」の二乗位のところでし

ょうか。 

ヤーキス天文台の世界 大の屈折望遠鏡の勉強に留学し、この世界 大の屈折望遠鏡が、レンズが巨大すぎて評

判倒れで、大きさだけの働きどころか、８－１０インチ級の屈折望遠鏡にも叶わない星像写真しか取れない場合

が多いこと（注：三鷹天文台の６５cm 屈折もほぼ同様）に大きな失望を覚えながらも、世界の望遠鏡の大権威、

ヘール博士に声を掛けられネジを巻かれた一戸直蔵は「大口径の反射望遠鏡を高山に」のアドヴァイスを 大の

土産に、２年半余に亘るヤーキス天文台滞在を終わり、２０世紀初頭を戦捷で飾って全国隙間無く有頂天の日本

に帰ってきた。 順風満帆、四海波静か、希望に満ちた若者の鹿嶋立ちであるはずだった。 

帰国した時期が悪かったのか、帝大の平山も、天文台の寺尾もお役所天文学に没頭していたのか彼の所属につい

て直ぐ的確な指示も与えず辞令執行もなく徒に月日が過ぎたらしい。 曖昧が大嫌いの一戸直蔵は何度か寺尾に

迫ったようだ。半年ほどが経過して明治４2 年夏頃から、東京天文台で、台長当てに帰朝報告書と、出張報告書

を提出しているので、所属は天文台に決まったモノと思われるのだが、この辺から彼の処遇は既におかしかった

のではないかと思われるのである。 この春彼は東京を離れて、紹介状を持って、台湾に渡り、後藤新平に会お

うとしたが、後藤は丁度更迭されて、日本に往復するところで行き違った。 その間を利用して、一戸は単身ニ

イタカ山に登っている。 催促してきておいて辞令執行しようとしたときにはいないのだから几帳面な寺尾台長

にはカチンと来たことは想像に難くない。 直蔵には不幸であったとしかいいようがない。 ともかくも、そこ

からは、天文台長当てに、実に精力的に、報告書を量産提出している。 数、ページ数などでは、寺尾、平山両

先輩の、フランスドイツのそれぞれ帰国時の報告書合計量の数倍に及ぶ量産振りなのである。 

勿論、報告書と言うモノは、ページ数が多ければ多いほどよいと言うモノではない。 要は中身だとサラッと済

ます人も多い。 見てくるだけなら「山あり河あり平野あり、詳しいことは本にあり」もよろしかろう。 本に

詳しい時代になってからならね。 ただ彼の報告書には附図が必ず別冊でついていて、当時 新式と思われる墨

入れ製図で、本人のモノとも思われないモノもあったようである。 アメリカで貰ってきた図に字だけ書き入れ
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たかも知れないのだが、今となっては全く判らない。 然しかなり製図に精通していたことは間違いないと思わ

れる。 この辺りで、フランスに留学した寺尾などと、様子がかなり違っていていわゆる純粋天文学とは随分か

け離れたことをやってきたな、と言う感は与えたかも知れない。 その為に、そういう学者肌の読まず嫌いに会

って、ツンドクされて、貴重な屈折大鏡限界説が日本では世に出ないまま後年のツアイスの６５cm 鏡の購入に

歯止めとならなかった可能性は極めて強い。 

赤城山天文台もあり得る程度の例示は、この帰朝報告の中にもあるようだからアメリカに居た間から、日本に帰

り着くまでの間にも、既に、一戸直蔵の考えの中には赤城山天文台構想は芽生えていたことを疑う余地はない。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１２）はみ出し者面目躍如の段 

この行方不明事件の後、麻布の東京天文台に出仕し十数巻のレポート約４０冊を量産した頃は、真面目に天文台

に詰めて、出仕したようだが、一段落すると、２つの戦争に勝って日本列島至る所に設立された鉄道会社を訪ね

て全国を出張するようになり、しかも、大都市では、当時 新流行し始めたばかりの勧工場、今で言う百貨店の

経営者などの金持ちに面会して歩いている。 九州には便船で行ったらしい、阿蘇、雲仙、久住に登った形跡が

ある。間違いなく高山・天文台候補地の下見行脚。 ついでに、寄付してくれそうな分限者のフィールド調査と

言うわけでしたろう。 そして関東では赤城山に、友人や、下僕を連れて数回の登山と山頂野営を繰り返したと

される。 そしてこの仲間と共に、赤城山頂天文台構想を勝手に吹聴して歩いて寺尾台長から大目玉を喰らって

いる。 そうでなくとも、ご一新なって、文明開化の世は来たというモノの、ここはれっきとした日本、決して

アメリカじゃないのでした。 何故赤城山なのか。 当時「筑波根の峰よりおつる男女（みな）の川、、、」明

治末期から大正に掛けて盛り上がったロマン、、の筑波山には一戸直蔵天文台伝説が針の先ほどもないのがも一

つの不思議。眺望絶佳なのに。この辺りがセンスがビッコ的すぎる。 

明治維新から４０余年は経過しているモノの、廃刀令は徹底して刀を差して歩くモノこそ居なくなったモノの、

主人と奉公人の関係は、士農工商時代と何お変わりはなく、何も、おかみに仕えなくて、ごく普通の商家に雇わ

れてもそのことを奉公すると表現するのがぴったりの時代でした。 7-8 歳で丁稚で商家に入って、１０歳にな

ると小僧、漸く盆正月に藪入りで、実家帰りできる。 ここからは見よう見まねで精進次第、先輩と、番頭さん

ご主人、おかみさんの評価次第で、手代へ昇進、漸く、番頭さんやご主人の商売について歩いて見習いが始まる。 

番頭になって、経営参加の一端が始まり、責任が掛かってくる。 番頭になって、借家住まいながら家持ちにな

れる、それまで２０－３０年は商家に住み込み。 この丁稚・小僧の時代の努力勉強精進が商人としての人格・

素養の形成に不可欠とされた時代です。 一戸直蔵について、何が判らないって、この５－６歳から学齢期の頃

何処でどんな生活をしていたかが皆目見当さえつかないのです。 どう育つと、こんな人間が当時の封建制度そ

のままの延長上の社会で育ちえたのだろうか、明治の七不思議の一つと言っても言い過ぎじゃないと思うのです。 

実はもうこの直蔵のこの行脚の 中から、寺尾台長の許には、直接間接知己友人を通じたりして、この男の正体

についての照会と、もし真面目な話ならば何故然るべき地位にあるモノが来訪しないかの苦情を含む情報が相次

いで寄せられたのである。 これは当然のことで、今も当時もなく極当たり前の、手順であり礼儀であるから。 

そこえ抜け駆けの赤城山天文台構想発言。 上司をないがしろにするもいい加減にしろと、台長が頭から湯気立

てるのも、当然。急速に、立場は悪くなり、且つ、経済封鎖や締め付けが行われて当然のなり行き。 ところが

この時代、嘗て幕末の浪士を庇護した人があった例に倣って、人脈の間を泳いで這い上がろうとする者がやっぱ

り居た。 国士・壮士の類を飼養してことを起こし図ろうとする政財界の裏業師が結構居た。 全国を回ってい

るうちに案の定、ナイーブな直蔵はその連中にも取り込まれていたのだった。 直蔵にはそれは勿怪の幸いに見

えたことだったろう。 天文台長には前回の台湾行きで行方不明事件で多大の迷惑を掛け台長の首が危ないのに、

大目玉で引っ込めた首の儘、直蔵は明治４４年に再び行方をくらました。 

十数日後に彼の姿は悪びれもせず、台北の台湾総督府の総督執務室にあった。 日露戦争で完全に統治委任され

て５－６年、始めは、民族独立を叫んで、全島が抗日的だったが、蛮族が平定され武装解除され食糧供給法が実

施されると、急に、静かになった。 食い物の恨みだったわけでもないが、日本が我々台湾人に一つの文明開化

を待ってきたらしいと期待したのだと、私は台湾人の年寄りから聞いた。 軍政でなく民政であった。 初代総

督は後藤新平。 度量の広い男だった。 酒の底なしを中国語で「海量」（ハイリャン）と言うが、彼は心も海

量だったと台湾の古老は口をそろえたという。 然し、後藤も１０年余の総督で、いいも悪いもコケが生え、更

迭された。 後継者は能吏ではあったが台湾のタイプではなかったらしい。で後藤は後見役として台湾に残るこ

ととなっていた。 ここで直蔵は素直に熱っぽく、アメリカ留学のいきさつと天文学には大きな望遠鏡を高い山、

台湾のニイタカ山のてっぺんに据え付けたいと単刀直入に話したと伝えられる。 後藤新平総督はほうほう言い

ながら、聞いていたが、新高山の頂上は何でも６畳敷きくらいの広さしかないらしいぞ、と混ぜっ返したという。

直蔵その時少しも慌てず、２年前に登山して検分し、あれほどのモノ、何ダイナマイトの 2００キロもあればい

い、吹っ飛ばせば。と真面目にいい平然としていたらしい。 その後は、総督は、私邸に彼を連れ帰り、たしな
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めるつもりで酒にしたが、直蔵の熱に釣り込まれてたしなめもしただろうが何のことはない結果的に直蔵と一緒

にニイタカ山登山に及んでいる。この時にお供と、強力がついていたのだそうだ。 

後藤新平は直蔵にそれは穏やかでない、台湾人が玉のように大事にしている新高山の頭をダイナマイトで吹っ飛

ばすのは佳くない。 まあこういう手の話は、根回しと言って、話の外堀から埋め、構想だけでなく実行計画、

資金の手を打って幅びろく賛同する者を随所に置いて、それから話を進めないと、一発で掃き落とされてしまう。 

まあ２０年は掛かるだろう、と言われて、直蔵もそう覚悟したらしい。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１３）世は 明治から大正への段 

２つの大国に、どうにか勝った、その為に多くの国民が犠牲になったことも忘れて、軍部は有頂天になっていた。

反省しながらもそれを止められなかった明治天皇は、二人の我が子を戦場で犠牲にした乃木大将が退役したのを

機に、学習院の院長に任命した位のことを晩年の印に残して、治世４５年、夏の終わりにこの世を去った。 乃

木大将夫妻は、明治大帝のろぼが、墓地へ向かう出門の喪礼砲を合図に、帝の大恩に報いるために自宅で自刃し

て殉死した。 軍部のなした帝に対する数々の無礼をも詫びる思いも多分にあったかも知れない。 武人と武人

の妻が明治という一つの時代を閉じるにならふさわしい立派なという 期ではあった。 

我が国は、二つ目の大国相手の戦利として、樺太（当時は、カバフトとかサガレン、とか称した、現サハリン）

の北緯５０度以南の領有、満州に於ける、旧ロシアが獲得していた、遼東半島関東地区の租借権の継承、幹線鉄

道の開発権等の権利の委譲継承。 ロシアの朝鮮北部の租借交渉の永久停止を勝ち得たのだが、アメリカが、こ

の交渉を取り仕切ったことについて、軍部と、政治家の一部に、不満が渦巻いていた。 軍部は、日露戦争終結

に引き続き政府が、韓国に日韓保護協定を強制することを求め、強引に韓国の独自外交権を奪った。 やくざ言

葉で言う「カツアゲ」である。 確かに韓国の上層部は賄賂にまみれ腐敗しきっていたのではあった。 こうし

て骨抜きにしておいて、第３協定を提示して軍部による軍政総督府を設置、遂に１９１０年強引にも韓国を併合

領有することを宣言してしまった。 セジョン大王以来の李王朝の末裔は、皇族に準じて、親王殿下に列するこ

とで、臭いモノに蓋をしたのであった。 それから 1 年ほどで明治天皇はこの世を去り、世は明治から、大正の

御代となった。 

まあこうして、ちょんまげが、散切り頭、２本差しの侍が刀を捨てさせられて、サツマッポたちが、威勢の良さ

のもって行き所が無くなって、巡査と兵隊に商売替えしたりした洋服姿の巡査や兵隊をダンブクロ、といって、

板に付かない文明開化の代名詞にした明治４５年の治世が終わり庶民の生活にも、封建の気配から抜け出して、

色々試みる気風は起きてきていた。 ただ、富国強兵に走る日本の一般経済は貧しく、国防のための軍備は殆ど

外国からの輸入に頼っていた。 軍艦も大砲も。 日露戦争の主たる兵器、歩兵銃は村田銃であったが、戦勝の

年に、５発の銃弾を一挙に弾倉遊底に沈めておいて発射ごとに次弾をバネの力で押し上げ装填する型の新式銃を

制式採用した。 明治３８年に制式採用された故を持って３８式歩兵銃と呼んだ。 国産であり、一挺一挺の銃

身に菊の御紋章が刻印されていた。 程良い旋回螺旋がよく鍛えた鍛鉄に施されて居て、手入れ次第で命中率は

結構佳いライフルだったが、惜しむらくはとても重い銃だった。 私は中学１年の陸軍記念日、完全軍装で剣付

き鉄砲肩に行軍させられ、途中から雪が降り雪中行軍となったが、たとい銃身に菊の御紋章があろうが途中で放

り出したい思い（重い）であった。 庶民は全国貧しく、工業は官営の僅かな軍の兵器工廠を除けば判で押した

ように家内工業で、産業革命の恩恵にも縁がない零細工作所であった。 経済規模もアメリカと比べたら１００

分の１にもならなかったろう。 それなのに直蔵はこの時代に分限者からの寄付で、天文台を高い山に立てよう

としたのだった。 どだい無理な相談だった。 

一戸直蔵は、確かにアメリカには行った。 ニューオリンズ辺りからミシシッピーを遡航し、往復の途次だけは

外界を見たかも知れないが、ヤーキス天文台までの荒野の旅で、天文台のカプセルに籠もって２年余、ヘール博

士他の外界人に会うほかは単調な天文台に幽閉されていたようなモノである。 アメリカの経済、工業力の大き

さや活力規模は全く判っていない、井の中の蛙が缶に入れられていって、別の家の庭先だけビンで運ばれて、又

他家の井戸に入れられ、２年いて、又缶とビンで運ばれて、元の井戸に帰ったようなモノ。 日本とアメリカの

国の違い、社会の違い、ましてや経済力の違いを知れと言っても直蔵には、理解の向こう岸だったに違いない。 

ただ、アメリカで、ヘール博士に期待され、しっかりネジを巻かれたそのことを忠実にやろうとしたのだろうが。 

やったことは、上司を差し置いて手順を構わず暴れまくって、上司の立場もずたずたにしたのであった。 

たった一つ、帰って来て明治の御代に貢献したのは、日本の天文学界にに天文学会を設立してのけたことであっ

た。 平山も寺尾をさしおいては出来なかったのに彼らを祭り上げて頂点に戴き、一戸直蔵が殆ど一人で話を纏

めたのであった。 彼は官僚嫌いで、この学会も官員様が取り仕切るようになると直ぐ彼は離れていったのだが。 
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パピーニュウス第 63 号（2003 年 1 月 25 日号） 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１４） 都塵遂に直蔵を追い出すの段 

明治５年１０月、岡蒸気が、新橋（つい先日華麗な変身を遂げた汐留）から横浜の間を走って以来、生糸・絹織

物など国策物資の陸送手段として、これらの生産地と集散地と横浜を結ぶ、鉄道を手始めに鉄道建設に新政府も

躍起でした。 ちょっと代わったことに、江戸末期から庶民の生活の向上があってから、お伊勢参りという徒歩

観光旅行が関西関東から起こり全国的ブームとなったが、全行程を物見遊山しながら歩くので、何十日も掛かっ

たが、抜け参りという、雇い主や朋輩にも内緒で奉公先から抜け出してお伊勢参りに行く者も続出してこれから

若者が遊びを覚えて悪の道に走るということが起こり始め、浪人不安より抜け参りからのぐれ出しという社会問

題が、明治新時代まで持ち越された。 江戸からお伊勢までが遠すぎることが問題ということで庶民の困る姿を

心配した明治天皇が伊勢神宮の分社を勧請して、東京に神宮を建立することにした。 明治１７年飯田町断崖の

上に建設地が決まり天皇が建設には新技術で建設を急ぐよう特別指示したので、中野付近から内藤新宿を通って

材木や石を運搬するのに武相鉄道が作られ、市ヶ谷から、飯田町断崖を下って、飯田町から断崖に沿って南進し

て大神宮大鳥居下まで、小さな蒸気ロコがトロッコ並みの貨車を引いて資材を運んだようだ。 その後も、参宮

客を運んだようだが東海道本線と参宮線が開通するに及んで、又本家お伊勢参りをするようになって東京大神宮

は忘れられ明治末か大正初期廃線となったようだが、戦後の東京オリンピックの前まで軌道道床は残っていたし、

飯田町の駅舎は昭和６０年代まで国鉄の遺失物保管取扱所として、ほぼ原型をとどめていた。 これが都内では

一番古い鉄道ではなかったろうか。この頃、新橋横浜岡蒸気の中間駅の一つ品川から、お不動さんの目黒、豊多

摩郡渋谷村、内藤新宿を通って赤羽の軍営に繋ぐ山手線が、高崎から下ってきて、赤羽を通り上野に来る高崎線

と繋がることになった。 軍隊の移動と汽車線路の需要とは当時密接な関係にあった。 

明治２６年鉄道敷設法が帝国議会で議決されて施行され、全国的に銀行と地方有志資産家が鉄道を起こすことと

なった。 数十社の鉄道会社が設立され、全国を数百の区間に区切って、鉄道の建設が企てられた。 然しこの

岡蒸気はまだ庶民とはなじみの薄い、汚い黒い煙を吐き、けたたましい轟音を立てて突進する怪物で、町の近く

を通ることは全国何処でも敬遠された時代でした。 それでも、日清戦争に勝って得た２億両の賠償金は鉄道の

建設にも拍車を掛けた。 李鴻章様々だったわけだ。１０年後の帝国議会で、鉄道院の鉄道買い上げが議論され

たが勘定合って銭足らずで見送られた。 そこで、またまた日露戦争、凱旋した兵隊さん達は、赤い夕日の満州

で日に焼けて渋紙色の元気な顔で汽車から降りたと伝えられるが、そのおかげ入ったお金で、出来た幹線鉄道は

鉄道院が買い上げて、全国を繋ぐ鉄道院線となった。 略して「院線」と呼んだ。 やがて鉄道院は発展的に解

消して鉄道省に格上げになり、院線は省線と呼ばれることになる。 明治３６年までに東京から明石までで線路

が繋がっていなかったのは、浜松の西から豊橋の間、それに野洲付近の２カ所だったと聞いた。 都内は中央線

が東京・新宿を結び、両国から千葉へ総武線が出来たりしたが、山手線は御徒町から神田の間が、まだどうにも

つなげなかったようです。 更に問題は新宿八王子間がこの怪物を敬遠する住民/地主の反対で用地買収のめど

が立たずにいた。 ところが院線になったおかげで官員様の御威光には庶民は弱く、大臣様が地図の上で、東中

野から日野の手前まで、丁定規を当てて東西１直線に線を引いておかみの威光で斯う敷け！となって、現在見る

ごとくあそこが真っ直ぐ引かれたという。 

まあそんなこんな状態で、金と仕事が全国的に動いて、汽車ポッポが走り出した。 水は井戸を掘れば何処でも

大丈夫だったが。 燃料は石炭である。 外国から無煙炭ばかり買っているわけには行かない、特に、ガス灯が

つき、電気を起こすとなると、石炭が要る、鉄鋼製鉄業も拡大してくると、石炭をコークスにしなければならな

い、九州・北海道の炭坑は元より、常磐炭坑も,,, 

 ♪アアー朝もはよからヨオー、 カンテラア下げて、ナイ 

 ♪坑内通いも、ええ、ドントぬしの為、ナイ 

と活気づき、東京の周りにも汽車がそこら中走りだしたのである。 そのほかに斯うした石炭焚き需要が増え、

工業地帯、炭坑、機関区周辺、駅周辺に人口が加速的に増えて、住宅地も増え、石炭の煙を始めとする煤塵が空

を覆うようになってきた。 斯うして、２度の戦争は日本の近代化に漸く拍車を掛けたのでした。 明治天皇は

そうした中で、明治４５年７月３０日没し新しい時代大正がやってきたのでした。 

直蔵が、２度目の台湾行を敢行している間に、実は、東京では麻布の天文台は都塵と生活灯明明かりで限界だか

ら、都塵を離れて早晩移転が必要だろうとの話が持ち上がっていて、寺尾台長は南多摩郡三鷹村の野川から大沢

の辺りを物色に行っていた。 まだ狐狸が棲み騙された人は深大寺が 2-3 町は位置が変わりどちらに歩いても

深大寺があるのだと噂された草深い三鷹であった。 寺尾台長はその気になっていたところへ、ふらりと気楽に

風来坊を決め込んで帰ってきた一戸直蔵が若い者からこの移転話を聞くや、三鷹も早晩同じこと、直ぐ追い出さ

れることは同じ、移転するなら赤城山頂だと、若い者を焚き付けているのを寺尾が耳にしてしまった。 前回の

ことがあり、寺尾も怒り心頭に発した。学界の聴聞会形式で、長老の意見陳述など検討が行われたが、一戸は若
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い研究者らを率いて対抗し発言して、長老組の家族持ちはどうせ三鷹へでもよう引っ越ししまい、ヘナチョコ野

郎共にとっては赤城山も同じこととまで云ってしまった。 一戸も既に妻子はあった筈なのだが。 更にこの時

に、実は某長老に向かって反射望遠鏡を知らない天文学者がいるなら仮に屈折でもいいと見下したようなことま

で言ったらしい。 これらの発言が長老の逆鱗に触れた。 聴聞会は中断閉会され、三鷹移転は寺尾台長の専権

行使で決定された。 

斯うして、いずれ東京天文台は三鷹に移転と決まってしまったのだが、決定から移転完了して台員が三鷹に転居

するまでに実に１７年、昭和の初めまで一戸直蔵が喝破したとおり家族が三鷹に移ることを拒否するため、勤め

る者が直ぐ止めることが相次いだようである。 大正時代は移転したんだかしないのか判らないひどい状態の連

続だったようだ。 当然、一戸直蔵は長老諸氏を侮辱したかどで馘になったばかりか天文学分野からも追放処分

されてしまった。 はみ出し者がこの上ない無礼を働いたというわけである。 後藤新平もあきれ果て、直蔵の

取りなしには手を貸さず、時に天皇崩御と同じ明治４５年７月 ,一戸直蔵は万策尽きて野に下った。 直蔵時に

３４歳。 

一戸直蔵の気持ちを忖度してみるに、彼がヤーキス天文台に行ったときも、ロバ２頭にしっかり食料と油を積ん

で２日ほどの行程を歩いていったようだし、ヘール博士の、ウイルソン山天文台も、天文台員が上がるときは、

乗馬できる者は荷駄馬共騎馬で、乗れない者は荷駄驢馬 2-3 頭を連れてサボテンの原を昼野営して炎天を避け

寝て夜歩いて上がったりするのが当時の天文台員の常識だと聞かされていたのだったのだから。 それに比べれ

ば三鷹はまだ煙や明かりが来るホンの庭先だし、赤城山もヤーキスよりは町や都会に近いという感覚だったので

しょう。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１５）一文無し直蔵の段 

専門に勉強してきた天文分野からも追放されてしまった一戸直蔵は、早く云えば身ぐるみはがれたも同然。 一

文無しになったのだった。 後藤新平からも見放されたということは、社会の上層部を構成する人全部が彼から

手を引いてしまうと言う時代であったのです。 そこで身過ぎ世過ぎの術を見出すのは容易ではない「そこで武

蔵は考えた！」というフレーズが私の子供の頃には流行ったが、この時は「そこで一戸直蔵は考えた」わけだ。 

生活の糧を先ず得ねばならない。 ２年半のヤーキス天文台ながら洋行の経験があるので翻訳業をしようと出版

業者を軒並み訪問したが、翻訳物はよほど珍しいモノか、誰かが褒め上げたモノしか売れないから、翻訳者から

持ち込まれてもおいそれとは買わないと言われて辟易して諦めたと告白している。 後に自分自身で４－５年間

定期雑誌を発行して、外国の啓蒙科学雑誌の翻訳をしているが、大人向けには難しいと見て、少年向けの啓蒙を

ねらっ多のだと自身で言っている。 その雑誌の中で、日本の学会について、強烈な批判を込めて、少年達に学

会というモノはもっと開かれて、研究に向かって若さをぶつけていかなければ日本の学問の将来の進展は望めな

いと吹き込んでいる。 彼はおそらくこの言葉を書きたかったのか、先ず出版印刷業の間を渡り歩いて、今で云

う、マーケットリサーチのようなことをやった挙げ句、自分で、なけなしの金で少年向けの「現代之科学」と言

う季刊誌を発行したのでした。 時々翻訳物の増刊号を発行しているがこの時代にしては早すぎ、その対象年代

層の購買力が全く伴わず、マーケットリサーチをしたらしい割には比較的早期に不振に陥って、発行間隔を伸ば

し足りしている。 一つの理由をその雑誌にも述べているそうだが、自分は天文学会を作ったほどのモノだが実

はその学会から天文について深く書くことを禁じられたので、この雑誌に少年諸君が多大の興味を抱く筈の天文

や星学について書くわけに行かぬので、諸君の期待に反して買って貰えぬ状態にある云々、と不平をこぼしてい

るという。 そんな目に遭いながら、大正の始めを生きている。 やがて、この時代の業病、肺結核を病み、精

根尽き果てて、火の気もない病床に伏し大正９年人知れず他界。 享年４３歳。 

彼は、云って見れば、タイムマシンに乗って、後の世から、この明治２０年代の日本に生まれるためにやってき

た男だったとしか考えられない。 封建時代の奉公の感覚と無縁に育ったようなところが見える。 何処で小

学・中学時代を習ったか知れぬのに、いきなり東京の 高学府に入学している。 津軽弁と、アメリカ英語で、

お雇い米人教師から結構留学に値する評価を受けている。 語学の素養があったのかも知れぬ。 当時の世界的

な天文学者で、天体望遠鏡の権威だったヘール博士から見処ある青年と見込まれている。 墨入れ製図・読図の

素養がある。 報告書の量産センスがある。 更に瞠目すべきは封建の世が崩れ始めてはいたモノのしっかり、

上下関係主従関係は続いていた階級社会の秩序に逆らって、天文台長をさしおいて、地方の素封家銀行幹部等に、

天文台計画に応分の寄付を勧誘して歩くなどは、この時代殆ど想像を絶する所行であり、タイムマシン・ワープ

した人間以外に考えられなかったのではあるまいか。 更に、いかに自分が設立に尽力した天文学会であろうと

も、一旦会長副会長に立てた以上、それ以上の長老と共に、一応、立てるべきで、いかに激昂したとは云え自説

に反対の立場だからと云え嘲弄したりこきおろすなどは、現代の成人式じゃあるまいし、とても当時のこととは

信じられない出来事なのです。 
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確かに、三鷹では、都塵と都光の障害により観測不能に陥り、東京大学天文台と共に、岡山金光町付近の山上や、

埼玉県の堂平山の山頂に引っ越したのは戦後割と間もなくの事だが５０年は先走ったことになる。 今から百年

近い前に斯うした考えが出来る人間が日本に既に生まれていたという事が驚異である。 

寺尾台長が当時、東京天文台を文部省に直轄を仰いで報時・編暦などを通じて業務的事業的要素拡大を図るとし

たとき、一戸直蔵は大反対し、これらは現業官庁水路部に委ねるべきで天文台は大学直結的な純粋研究機関であ

るべきと正論を主張しておおかたの賛同を得たこともあるにはあるのである。 

大正時代は２代目平山台長が、苦労して三鷹移転拡張拡充を進めるが、いかんせん、インフラの整備が伴わない

三鷹村なので台員が居着かず昭和になって電灯、水道が整備されて始めて機能するようになり、昭和５年平山が

病で長期休養、気象台長が後見時代にツアイスに６５cm 屈折望遠鏡を注文してしまい、当然これを使いこなせ

ず、２０ｃｍ屈折の方が役立ったという事になってしまったのは、日本の天文学界にとって返す返すも残念なこ

とであった。 この稿の読者の方々ならその理由は既に良く理解されたことと思います。 当時世界の方向は既

に、一戸直蔵が、ヘール博士からネジを巻かれてきたように、反射大口径鏡の時代で、アメリカでは既に、ウイ

ルソン山の２５７ｃｍは素晴らしい写真を世界に公開していたし、更に、パロマー山に、ヘール博士が口径５０

４ｃｍの反射望遠鏡を設置すべく、コーニンググラス社と、パイレックス耐熱ガラスでの鋳込みの研究を終了し

た頃だったのです。 冷静に世界の情報を網羅してきちんと整理する人がいればもう屈折の時代ではないと当然

気付かなければならなかった。 たまたま、ドイツの賠償金ドイツマルクが目の前にあったから、又、ツアイス

社が一次大戦前に、既に６５cm 屈折を２台は作って納めていたことを調べているなら、その出来具合を購入者

側に聞くぐらいの調査があっても良かったのではないか、既に国際電信網はほぼ完成した昭和５年だったのだか

ら。 何よりも、追放した一戸のレポートだからと、オクラに入れてしまった帰朝報告書を活かさなかった天文

台長の責任は大きいと言わざるを得ない。 何のために、一戸をヤーキス天文台に留学させたのか全く解せない

ことである。極言すれば国費の浪費である。 

「現代之科学」の読者だった筈の年齢層からは、一人の、天文少年への本を書いた人の名が思い浮かぶ。 木辺

成麿（このべしげまろ）著「反射望遠鏡の作り方」と言う本が、戦前天文少年には垂涎の名著であった。 15mm

以上の厚手のガラスを円く切るのは素人には出来ない。 これさえ克服出来れば、反射鏡の回転放物面鏡を磨く

ことは少年にとっても根気さえあれば決して難しいことではない、２枚の厚手のガラス円盤を重ねて、金剛砂の

水簸したので磨いていると、上か下かどちらかが自然に凸に、反対が必ず凹になって来るというのである。 そ

れを更にそのまま磨くと地球重力の作用によって、回転放物面に近づいて磨かれていくのだそうだ。機械ドリル

などで押しつけて磨くと余計な回転面になり直せなくなるので必ず気長に順を追って、ゆっくり手磨きが必要と

あったのを今も記憶している。 本物はアルミニウムのメッキをするが、こればかりは大きな機械と溶融炉が要

るので、とても出来ない。 その前まで実用された無電解銀メッキをしよう。 と硝酸銀、アセトアルデヒド、

硝酸アンモニウムを使ったメッキ浴組成が紹介されていた。 少年の時にこの本で読んだこの無電解メッキ浴組

成をおぼろげに、５０歳まで覚えていて、台湾で電解銅箔工場建設の際、誤作部品の修正部分に現場銀メッキが

必要になって、この記憶が見事に役立って、まるで魔術師だと面目を施したことがある。 著者に大感謝であっ

た。 

カミオカンデで、昨年ノーベル賞を受賞した、ニュートリノ天文学の手法開発をしてのけた小柴教授は「天文学

は日本の庶民にも世界の人にも明日の生活の改善や豊かさには関係ない研究だから、出来るだけ血税の無駄遣い

を避けなければならない、そう考えてやってきたらカミオカンデに行き着いた。 然し 初にやろうとした水素

原子の老化寿命崩壊検出は３年間経っても検出できず、どうしようかと思っていたとき、文字通り天の助けマゼ

ラン雲と言う近い天体で超新星爆発が起こってくれた。 贅沢なことやっていたら、天の助けがあったかどうだ

ったか。」と。 この小柴さんも、カミオカンデの次世代のスーパーカミオカンデでは、スタート前の水張り方

法でプリミテイヴな失敗して、血税の無駄遣いをしてしまった。 ２２億 5 千５百万円という額は、半端じゃな

い。 ノーベル賞でチームの下々まで有頂天にならず勝って兜の緒を締めて戴きたいモノです。 

はみ出し者伝記（１）：一戸直蔵（１６）補遺と蛇足 

関係あるか無いか書いた方が良かったかも、、、の事項など。 

（１）路面電車：尾崎顎堂市長の時代に建設が始まった。 一戸直蔵が帰国したとき既に東京市電が走っていた。 

汽車だけでなく。 然し始め車両は輸入したモノで、各路線、１両が、日に数回ピストンするだけであった。 都

電になってからでも、路線番号は代わっていない。 この番号の順序に出来ていった。 明治時代には３番まで

と聞いている。 

（２）イースター島が日本領になり損ねた：弱小後進国「日本」が赤色革命のせいもあったが、兎に角も、強大

国ロシアとの戦争に勝ったことは、当時の世界の弱小国をとても勇気付ける事件でした。 それらの国はこぞっ

て、心からなる拍手を送りました。 中でも感激したチリ国の議会は、その感激を是非にも形に表そうと日本に
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一番近い太平洋の小島を日本に贈ろうと議決したのです。 スペイン語では何とか言う「復活祭」の意味の名の

小島でした。 当時の日本人には馴染みのないスペイン語名前の孤島でした。 日本から洋上１万キロほども離

れた小島。 とても管理できないので、気持ちだけは有り難く戴くことにして、領有権は謝絶したのでした。 後

で、スペイン語の地図と英語の地図を見比べたチリ（地理）の先生が、地タン駄踏んで悔しがったが、政府が公

式にお断りした後。 そうですわねえ。 そこはあのモアイ石像で有名な、文化遺産の島、イースター島のこと

だったのでした。 それでかな？先日モアイ像に名前を落書して捕まった観光客は日本の観光客だった由。 困

った者だ。 

（３）ドイツ・ツアイス社が作った６５ｃｍ口径屈折望遠鏡：三鷹のなまくら 65cm 口径屈折望遠鏡を買うこ

とになった、囮とも言うべき望遠鏡は、、、、 

 天文台 国 口径 口径比 

1919 Babelsburg-Berlin ドイツ 65cm 16 

1925 Johanesburug 南ア 66cm 15.7 

1929 Beograd ユーゴ 65cm 16 

1935 東京三鷹  日本 65cm 15.6 

（４）ツアイス社の反射鏡：ツアイス社も屈折望遠鏡の限界を理解、その後反射鏡の回転放物面鏡の自動研磨法

の研究は怠らなかったが、第二次大戦で中断。 実際に磨いたのは東ドイツになった戦後いきなりチェコスロバ

キア、プラハ天文台の２００cm 口径反射望遠鏡、１９６７年に完成、ヨーロッパ天文学者が群がった、高性能

鏡と言われた。 

（５）新暦と旧暦： グレゴリオ暦での新暦への移行は、明治新政府が明治６年が陰暦では給料を１３ヶ月分負

担せねばならぬと言う切実な問題回避の理由だけで、極めて急いだ移行となった。 世間が転向できる余裕など

はとても。 しかも、日本各地の農業の仕事の指標はしっかり旧暦とリンクして気候も作物の生育も不思議に陰

暦と良く合っていた。 昭和２０年、戦争に負けて新しい時代が来ても、未だ、旧正月が、全国賑わいを見せて

いたのでした。 昭和２８年旧正月過ぎ、白黒テレビの本放送が始まったが、未だ、庶民がテレビを買える時代

ではなかった。 昭和３０年代に入っても、力道山が、プロレス人気を煽っても、それを庶民が見るには、テレ

ビのある喫茶店・甘いモノやにはいるか、街頭テレビをつま先立って見るしかなかった時代は、旧正月でした。 

それが東京オリンピックが白黒テレビながら、テレビで見れるとあって、ボーナス２つを纏めて、キヨブタして

一家でオリンピック桟敷しようとなって新幹線の走った昭和３９年暮れの紅白から、行く年来る年をつき合うこ

とになって、漸く、「あっ、お正月は新暦かあ！」と日本全国気付いて以後急速に全国的に新暦正月に纏まって

いったのでした。 カラーテレビになった頃はもう殆ど全国新正月風景でした。 テレビの感化力かくの如し。 

（終） 
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パピーニュウス第 64 号（2003 年 2 月 2 日号） 

パピイの昔話シリーズ：昔むかしその昔 

昔、むかし、そのむかし、日本はどんな国だったのだろう。 ナンセンス落語や漫才に東でも西でもどんどん行

くと先ず海がある。 ソノサキ更にどんどん行くと、海の果てがある。 海の果てだろうと地の果てだろうとド

ンドン行くと奈落がある。 その奈落も構わず更にドンドン行くとモヤモヤしたところがある。 そのもやもや

も構わずドンドン行くと、、、。 と言うのがある。 きりがない。 これを時間に置き換えて、昔々に置き換

えたら、どの辺まで遡れるのだろうか。 歴史をさかのぼるのは、結構手数が掛かろうが、地の果てを構わずド

ンドン行くのよりは楽しいことが多いのではないでしょうか。 

たとえばの話、私は行ったことがないのですが、桶狭間の戦いで有名な、桶狭間の公園に、今川義元とそのゆか

りの者の墓が数基あるのだそうですが、そのうちの一つの碑銘を解説した愛知県文化財委員会の立て札に「津嶋

の神社の宮司、氷室豊永これを建つ」と言うのがあるそうです。 私の氷室家も（私は長男でないが）代々津嶋

神社の宮司や神官を勤めたのですが、姓（かばね）は「紀]で代々長男は「○長」たとえば親父はあざなが「寿

長」兄は「祐長」その息子は「禎長」と言った具合に。 「なが」の字がこの豊永さんと違うので、津嶋でも太

夫家が違うようです。 津嶋氷室には３太夫家があり「光太夫」家、「七太夫」家、そして我が家「作太夫」家

があります。 この今川義元を桶狭間にほふった織田信長は、津嶋神社「牛頭天王」信仰篤く、津嶋神社に飾り

刀と木瓜の紋所を寄進して武運と厄除け祈願をしています。 敵対した義元のゆかりの者の墓碑銘をこの津嶋の

宮司が書いているのは何か仔細がありそうです。 残念ながら、私には判りませんが。 

孫悟空で名高い西遊記にも現れる牛頭天王信仰の日本総本山ですから中国系の神の神官です。 一応南朝、後醍

醐天皇第三皇子宗良親王の二人の男孫を奉じて中国系社を頼って、落ち延びてきて、ここで一人はなくなったよ

うです。 良王さんというのが、ここに居着いて社を建て直し、館を築いて、、、その子孫と言うことになって

いますが、南北朝の頃の話、真偽のほどは判りません。 ただ城跡（館でしょう）や、良王町という地名は残っ

ています。 津嶋神社の宝物に織田信長が寄進した飾り刀が残っていたことは確かです。 豊臣秀吉も楼門と社

殿を新築寄進したようです。 ３太夫家が分かれるのはその一寸前ですから、桶狭間の墓を建てた氷室豊永さん

というのはその内のどれかでしょう。 氷室の総本家は分家に当たり関東に去り、代々鎌倉大神宮の大宮司家と

して鎌倉にあったようです。 第２次大戦直後まで大宮司家を勤め、その後他家に申し送ったようでした。 大

戦終戦後、神社の管理は、神社庁の管理に委ねられ、宮内庁の公務員の仕事になったようなので、世襲による宮

司や神主ではなくなりました。 

あれから５０年余、逆に面白い出会いがあります。 私の息子は天文少年でしたが中学時代から天文友達と連れ

だって、天体望遠鏡を担いで山に入りキャンプして観測して楽しんだ様ですが、天体望遠鏡は、一人で、自分の

荷物の他に背負っていたようです。 それもあってか、大学の滑り止めも滑ってしまって浪人、アルバイトで強

力を始め、結局山に棲んでしまいました。 縁あって彼女も出来、戸隠中社で神前結婚式するというので、行き

ました。 式の前に、宮司さんに挨拶に行きましたら開口一番「氷室さんというのはひょっとかして、津嶋神社

の神主家の氷室さんでは？」と仰言るので「そうですが」と答えると「私、親父が津嶋神社の宮司しましたので、

中学卒業まで津島市で育ちました。 その後、津市の神社に引っ越しましたが。 ご縁でしょうか、、、」奇縁

を経験。 

戦時中の全体主義・神国主義の元では、中国の神はあり得なかった。従って伊勢の神宮の天照大神の弟神、素戔

嗚尊と言うことになっていた。 荒ぶる神、つまり荒っぽくて、手に負えない神の意味です。牛頭天王（ゴヅテ

ンノウ)とはにても似つかぬ。 こちらは、多少ユーモラスでさえあって、疫病・悪魔を払うことを司る中国で

も特に有名な閻魔大王と並び称されるほどのこちらは天王。 

今、世界では一神教同士が角突き合って世界の平和を脅かしている。 日本の神は８００万（ヤオヨロヅ）、多

神教でも多い方だろう、中国系であろうと、陰の国の神であろうと諍いなく飲み込んでしまう。 大国主命はオ

ーバーシーの神様であったらしい。 国引きによって併合されたことになっている。 それが書き表されている

のは稗田の阿礼が口述により伝えるモノを太安万侶と言う書記官が文字に書き記した古事記にある。 そして、

大国主のお使いに目と耳が真っ赤な白兎がいて、これがイタズラに鰐鮫の集まっている岸辺に来て、鰐鮫を騙し

て、向こう岸にわたれるように並ばせて数を数える振りして向こう岸に渡る。 騙された鰐鮫は気付き白ウサギ

を捕まえて毛皮を剥ぐ。 赤剥けになって泣いているウサギを大国主命が通りかかりきれいな清水で洗う、蒲の

穂綿にくるまれと教えます。 、、これは古事記にあり、はっきり「鰐鮫」と書かれています。 小学校で国語

読本でこれを習って以来私は５０年以上昔々は、日本にも鰐がいたのか、と思っていました。 

６０歳になる頃、フランスに５年ほど棲んでパリである人が、アルバイトで、UNESCO の仕事で、東南アジア

の民話集を翻訳するのを一晩突き合わされました。 インドネシヤの民話でした。 驚いたの何のって、それは、
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鰐が、白兎に騙されて、橋の代わりに並んで、ウサギが数を数えながら渡り、うまく行ったと 後の一匹の前に

口に出してしまい、鰐共が寄ってたかって、白兎の毛皮を剥ぐ話で、ビックリしました。 鰐とウサギの共通の

友達狐が見ていて、お為ごかしに、ウサギに、海の水で消毒して、白胡椒の粉にくるまると直ぐ治るよと教えま

す。 ウサギは騙されてその通りにすると体中ヒリツイテ生きた心地はありません。 そこへ情け深い土地の氏

神様が通りかかり、きれいな川の水で洗い流して、蒲の穂綿にくるんで、元の白兎に治して上げるのです。 何

のことはない「因幡の白兎」と習った古事記の話は、昔々のインドネシアの民話にあった話なのでした。 稗田

の阿礼の口述に既に日本の因幡の話として伝えられていたのでした。 日本の話がインドシナに伝わったのでし

ょうか？逆でしょう。 「鰐鮫」と言う日本で聞き慣れない動物が登場しなければならない処が鍵です。 

そんな昔どうしてインドシナの話が、日本まで伝わったのでしょう。 当時の文化の中心はずっと中国でしたで

しょう。 日本は直接間接的に、中国と交流がありました。 同じように、インドシナと中国の間に交流があっ

たと考えられます。 中国を介してこの話は伝わったモノと考えられます。 そんな昔に？と言うなかれ、縄文

文化時代よりも前、新石器時代という、１万年ほど前から、日本の、伊豆七島の御蔵島か新島だったかの北岸に

露出していた黒曜石(現在は標準潮位マイナス 2.6m にある)が、切り出されて、北海道、サハリンを経由して、

シベリヤ沿海州で、鏃や石器として使われ、又太平洋岸を渡って、済州島を経由して、山東半島、遼東半島まで、

輸出されていたことが、近年確かめられているのです。 以前はサハリン、沿海州のは北海道伊達の黒曜石、済

州島や山東半島のは九州有田の黒曜石と思われていたのが、近年不純物特徴分析で伊豆のモノが半分以上を占め

ることが確認されたそうです。 随分古く石器時代から交易の為海を渡って行き来していたのでした。 

日本列島と、大陸の文化交流が、朝廷の遣唐使や、遣隋使だけであったなどと言う制限を付けて考えるのはあま

りに狭量な考えです。 証拠もあるのですから素直に昔、昔のその昔ほど人類は逞しくみんな自由奔放にそして

諍いもなく平和に生きていたと考えた方が楽しいじゃありませんか。 

はみ出し者伝記（２）：ピラミッドを造ろうとしたリック 

身も心も解けてしまうような幸福な恋におぼれた男が突然美人の恋人からもっと素敵な王子様のような男が現

れたわ、と言って愛想づかしをされたとしたら、、、、。 どんな事になるでしょうか。 １８３０年過ぎのサ

ンフランシスコでも、そのような恋の破滅がある日突然、起こったのでした。 振られた男は、彼女を呪い、世

を呪い、王子様のように現れた男を呪い、不男ではないまでも、１０人並み一寸上には生んでくれた親ではある

が、親まで呪って狂わんばかりでした。 「たとえ自分は地の果てまで流離うともきっと金儲けしてここサンフ

ランシスコに帰ってきて、ど真ん中にクフ王のようなピラミッドを建てて見返してやろうでないの！と傷心の身

を南米行きの船に置いていました。 コロンビア、チリ、流れ流れて、ブラジルへ、然し、コーヒー園の中にも、

金どころか幸せさえ落ちてはいませんでした。 パラグアイにも行ってみました。 路銀を使い果たしただけで、

これと言った金儲け仕事はなく、又船に乗りました。 船の皿洗いをしているうち、お客が置いていった一枚の

新聞に目が止まったのでした。 カリフォルニアで一儲けした小金持たちが教会を作って、ピアノを寄付するこ

とが流行って、ピアノが足りないと言う記事でした。 早速カリフォルニアに戻ると丁度産業革命がアメリカに

も浸透して、良い鋼線（現在ピアノ線という）が入手できる時代が来ていました。 昔の友人とピアノ作りを始

めたのでした。 徐々に売れ始めると良い商品はそれ自体が広告、加速的に個人消費も起こって、売れに売れま

した。 一応の札束を手にしていました。 恋に破れて南米で苦労をしてから１０年が経とうとしていました。 

メキシコからアメリカ合衆国に領有権が移って、１０年経つか経たないかのカリフォルニアで砂金が見つかり、

その川上で金鉱脈が発見されたという事件が突然起こった１８４８年、山へ入る連中は、一日を争って一旦入植

した土地を売払って、砂金堀や、金鉱堀の装置道具器材を買って、馬車を仕立てて山奥へ急ぐわけで、土地はそ

こそこの値段が付けばさっさと売り払うことが判った。 そこで友人が止めるのも聞かずピアノ製造の商権を友

人に譲って、儲けた金で金塊には目もくれずお為ごかしに、二束三文で片っ端から暴落した土地を買い漁った。 

翌１８４９年にはゴールドラッシュと称して、フォーリーナイナー共が、全米は勿論の事ヨーロッパ大陸からも

どっとカリフォルニアに押し寄せてきた。 金鉱脈などと言うモノはそこにもあるあそこにもあるモノでなく、

且つ無尽蔵って事はない。 アッと言う間に掘り尽くされてしまうと、今度は人口大過剰が問題になった。 何

時までも無い金をみんなが掘っているわけには行かない。 仕方なく土地を購入して帰農することが流行した。 

東部やましてヨウロッパにはとても帰れない。 

斯うして土地は暴騰してリックが持っていた紙切れ同然に買い占めたサンフランシスコの約半分と、サンノーゼ

付近そっくりの土地の権利書は数年を経ずして札束の山に大変身していったのでした。 この札束を持って、大

富豪となって、１８７４年サンフランシスコに帰ってきたリックは既に７７歳、念願のピラミッドをサンフラン

シスコのど真ん中に立てようとした。 「想い出のサンフランシスコ」である。 顧問弁護士にこの構想を語っ

たところ、顧問弁護士らはキチガイ扱いし愚行を中止させようと色々言ったが、リックは恋に破れて以来の長年

の夢であったと語ってそれらの制止に全く耳を貸さなかった。 
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顧問弁護士の一人は、カリフォルニア科学アカデミーの会長ダヴィッドソンを良く知っていたので途方に暮れて

相談したのであった。 さすがにダヴィッドソン会長も数日考えた末、ピラミッドの代案として、世界一の望遠

鏡を据え付けた方がより価値があると伝えてきた。 然し、リックは、世界一の望遠鏡は賛成したが、その設置

場所はあくまでサンフランシスコのど真ん中と主張して譲らなかった。 ダヴィッドソンは顧問弁護士に、リッ

クの昔の彼女の消息を調べさせていた。 彼女は、晩年離婚してサンノーゼに寂しく暮らし既に他界していたこ

とを突き止め、彼女の墓の見えるサンノーゼに近いハミルトン山に天文台を作ることで説得した。 遂にリック

も折れて、その案に同意した。 但し、この天文台の名はリック天文台とすること、カリフォルニア大学によっ

て管理されることを条件とした。 更に遺言状にもう一つ書き残していたのであった。 

リックは、この天文台を見ることはなく１８７６年に没した。 当時世界一の口径９１ｃｍの屈折望遠鏡がこの

天文台に収まったのは更に１０年後の１８８７年であった。 サンフランシスコの墓地にあったリックの遺体は

堀上げられて、この望遠鏡の台座の下の石棺に納められたのである。 リックは将に現代科学のピラミッドに収

まったのだった。 

リックの強情なまでの名誉欲と、ダヴィッドソンアカデミー会長が説得に困って、ふと湧いた名案の大富豪と大

望遠鏡天文台の結びつき、アメリカのジャイアンチズムは斯うしてここリック天文台に始まり、汚職電鉄王ヤー

キスが次ぎ、 後に石油王ロックフェラーがパロマー山の天文台を寄付,そしてカーネギー財団が口径５０８ｃｍ

の反射大望遠鏡を調達寄付して仕上げることになるのだが、その事始めは、「バクチは裏に張れ」を貫いた「振

られのリック」がやってのけたのでした。 

屋久島シリーズ(１)：「屋久の大鹿」 の章 

自分史のページにしても未だ１０数ページの頃でしょうか、「のらくろ」漫画の付録があったりする幼年クラブ

だったか、他の童話本だったか、「ヤクノオオジカ」と言う童話を読んだ鮮やかな記憶があります。 ただどん

な書き出しだったか、誰が書いた童話だったかの記憶は当時は当然ありませんでした。 

屋久という大きな島の森の中に森の掟を守って猿、鹿を始めとする動物が、人間と平和に暮らしていた。 代々

猿は猿で、いくつかの群で棲んでいたが、鹿は、大鹿が統率して、群の鹿を守ってきた。 大鹿の子供が若者に

なり、力比べで勝って、次のかしらになる準備をする頃になると、色々大鹿から学び取らなければならなかった。 

此の島には限りがある、だからこそ餌を食い散らすことは出来ない。 群が繁栄してもえさを確保するためには

森を守らなければならないのだった。 そして子孫の餌を確保するためには、小動物や、鳥たちが、木の実をせ

っせと運んで食べて、種まきしてくれなければ木々が新しく育たない。 そのために鹿は鹿の事さえ考えていれ

ばいいのでなく、森の動物たち全部のことを守っていかなければならないことも判って来た。 

若鹿たちは、年取ってきた大鹿に代わって、森の大木を切り倒そうとする人間共を森から追い出そうと力を合わ

せた。そして何年か経ち、森に分け入った木こりのおじいさんが谷に落ちかけたのを、大鹿が身を挺して助けた

弾みに大鹿が足を滑らせて、おじいさんの代わりに谷に落ちて帰ってこなかった。 若鹿たちは、人間の為に鹿

が命を落とすなんてまっぴら、馬鹿なことだ、と口々に叫んだが、跡を継ぐべき大鹿は、いやそうじゃない。 あ

の木こりのおじいさんの様に若木が良く育つように間伐をしたり下枝を払って、森の勢いを守ると言う鹿には出

来ない仕事をしてくれたいい人だった。 だから父鹿は命掛けで守ろうとしたのだったのだ、考え違いをしては

いけない。 ああいう考え深い人たちのおかげで此の島には、世界中の何処にもない程の何千年の大きな杉が育

ち続けてきたのだと大鹿は誰にともなく言って胸を張った。 と言う話。 

私の当時の小さな胸のうちに湧いたごく自然な感激、しかし当時の日本を取り巻いていた観念はお国のためには、

天皇陛下のためには自然も猿も鹿も人もその身を犠牲にしなければならない教育であったのでした。 その教育

の重圧の下をくぐり抜けた感激の残滓は戦後になって、此の童話を書いた人のことが取り上げられている本に、

私を釘付けにしました。 

の人の名は椋 鳩十、戦前の昭和一桁時代に、此の「屋久の大鹿」を始めとする、自然と野生の動物のことをい

わばシリーズモノのように童話や詩に書いた事で、日本児童文学賞の候補に挙がったのでしたが、椋 鳩十さん

はたといその作品がそれに値したとしても自分の出身がそういう賞に値しない卑しい身分の者だと発表してし

まって、受賞を辞退してしまったのだそうです。 戦前、いや戦後も暫くはそんな社会でした。 大正から昭和

にかけて売り出しの文豪島崎藤村の小説「破戒」に説明されるように、日本民族は一つじゃない！と社会が叫ん

でいるような時代だったのでした。 その社会にあって、７０年先取りした地球環境自然保護を下敷きに動物達

の声や叫び、自然のバランスを守ることが人間の生活を守ることと直結ですよ、と言うことを童話の中にごく自

然に取り入れて書いた、椋 鳩十著の「屋久の大鹿」他此のシリーズの童話は、異色のモノでしたでしょう。 

その社会の延長線上で、今から３５年前は、此の緑豊かな屋久島の国有林は、人間の生活を脅かす猿や鹿などが

棲むから半分以上伐採してしまえと言う、馬鹿な国会議員と、お役人と伐採材木業者が組んで、屋久島島内に本
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格的な林業鉄道を敷設して、伐採重機を運び込み、向こう見ずな、絨毯伐採を始めて、５年ほどで、島の森林の

巨木大木の半分本数を倒し且つ、森林面積の殆ど３分の１を表土を裸にしてしまう勢いであったという。 絶海

の孤島、２０００m 級の山、従って此の島では月に３５日雨が降るという表現があるくらい雨が降る、降るとき

は又、半端じゃない、叩きつける様に降ることが多いらしいから、根こそぎ伐採された部分は当然山肌が流れ落

ちてしまうから自然発芽は期待できない。 こうして山はアッと言う間に荒れてしまい河は濁り赤水となり生活

用水は雨水だけに追いやられ、海も濁り魚群が痩せ、島から遠のいてしまい、漁獲高は３分の１になり、乗り込

んできた材木業者は潤ったが、島民の生活は完全に破壊された。 公共事業というのは往々にして業者事業であ

って、住民のための事業ではない。 そして、屋久の大鹿の口振りを借りて椋 鳩十さんが言ってのけた、森を

守ることが、結局住民を守ることになるのだと言った７０年前の言葉に立ち上がった住民代表が学会の先生を動

かし、お役人を動かし遂に鉄面皮な議員と業者の重機を足止めした。 彼らは去ったが荒れた山と河が残った。 

森は育たない。 本来は儲けた業者が原状回復するのが当然だろうが、結局被害者の島民が結束して、モッコを

担ぎ、苗木を植林して、３０年の歳月を要して、漸く緑は帰ってきた。 鬱蒼とした森、猿や鹿の楽園が帰るま

では、数百年が掛かる。 樹齢数百年の森を根こそぎ伐り取ったのだから。 

今漸く屋久島にきれいな川の水が帰ってきたところらしい。 付近の海の漁獲量は減った儘回復の兆しは未だ無

いらしい。 森が充分育たないと魚も海藻も貝類も育たないらしい、やっと今や定説となった。 自然というモ

ノのバランス、これが「屋久の大鹿」の童話シリーズに既にあの時代に書かれていたのでした。（続く） 

屋久島のハムが送ってきた屋久島の画像の紹介（１） 

屋久島南岸の屋久町の JO6PRM 長澤氏が 20m/17m/15m バンド等で,SSTV で、彼の傑作写真を、各地のハ

ムに送りつけています。 SSTV を運用される方は是非直接、これらの画像を空で貰って下さい。 私は古いカ

タワのパソコンで SSTV が QRV 出来ないでいます。 RM コールサインファミリーとして画像の使用許可を戴

きましたので、何度かに分けて、屋久島の素晴らしい自然をご紹介致します。 NHK の連ドラ「まんてん」で

もこれらの風景は紹介されていますが、TV では短時間ですので、よろしければここでお楽しみ下さい。 

 

西から見たモチョム岳 by JO6PRM 
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屋久島の猿 by JO6PRM 

 
屋久島の鹿 by JO6PRM 

 
世界一の笹川杉 by JO6PRM 
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志戸子の海 by JO6PRM 
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パピーニュウス第 65 号（2003 年 2 月 8 日号） 

屋久島シリーズ（２）：「世界文化遺産として」の章 

此の絶海の孤島は、火山の噴火によって、海中から突出したものと考えられています。 現在噴火はありません

が、宮之浦岳は、１８００m 級の山です。 紀元杉や、縄文杉を見られる、ハイキング路からでさえ、此の宮之

浦岳の頂上までは、登山家の脚で片道 低５時間は掛かるとされています。 麓からの宮之浦岳登山は馴れた人

たちで往復各一晩の野営が必要で 3 日掛かりの行程となるようです。 第一回にも書いたように、此の島の環境

として、月に３５日は雨が降るとされ、登山は、可成りの覚悟が要る様です。 頂上近くは大樹を育てる霧雨が

多く密林の中は霧が立ちこめて見通しが利かず、良く馴れた人でも道に迷うことが多く、特に下山・帰りは道を

失うことが多い様です。 昭和初年及び昭和４０年代には方向磁石が狂う地域もあった事も報告されています。 

明日それが起こらないと言う保証はありません。 冬は６－７合目から上は雪山になるようです。 昭和３０年

頃、九州地区で、冬スキーが出来る地区としては唯一屋久島だけというクイズをラジオで聴いた記憶があります。 

火山島として出来た絶海の孤島にしては、古くから、鹿や猿が棲み、縄文時代に発芽した筈の杉が現存している

世界で も大きな杉の樹の群生が見られる此の島は、当然世界文化遺産に登録されましたが、第 1 回に書いたよ

うに一度、かなり大きな伐採事業が此の島の自然を左右するほど痛め付けたことが登録の際の付記事項になった

ようです。 富士山が登録にならなかったのは夏と言わず冬も、登山者の出すゴミによって、山が、空き缶や空

き瓶だらけの状態だったことが審議事項とされ、審議の結果反対多数で、登録拒否となったそうです。 屋久島

は其の一段下でしたので、すれすれ登録が叶ったのであり、今後もし再び、屋久島の自然に拘わるような人工が

加われば即、登録解除の裁定がなされる可能性も無しとしない状態です。 前回も屋久島の島民でなく、外来者

によって行われたわけですが、富士山の例にもある如く、誰の手によってなされようが自然が壊されることに変

わりなく、自然の環境保持が自然にとって仇となることがないように、島民外のヴィジターも深い思慮が大切な

のです。 単なる物見遊山気分で山に登ったり、屋久島を訪れて、鹿や猿を餌付けしたりすることの無いように

したいモノです。 此の島の自然は今病後の回復期にあるのです。 自然の治癒力・回復力に待つより仕方がな

い時期です。 

猿と鹿が何処から来たのか、いつ頃持ち込まれたのか、これからの研究課題でしょう。 これ以上、生態系のバ

ランスを崩しかねないペットや生き物の持ち込みがないことを祈るばかりです。 他の絶海の孤島に、船乗り達

が持ち込んだ、山羊が、自然繁殖してしまって、駆除が間に合わない例などもニュースで報告されています。 前

回の「開発」の美名に隠れた自然破壊のせいで、此の島の周りの海が荒れてしまい、魚群も薄く、島を離れ、海

藻・貝類の生育も止まったままのようです。 これは昔の自然より島民の生活も含めて、海を汚していることに

も原因があるかも知れません。 自然だけの治癒力・回復力が発揮できないで居る証左かもしれません。 林業、

漁業の収益性に期待出来ないとなると、観光資源の活用と言うことが議論されがちですが、どうかその場合でも、

観光事業が、有形無形に自然のバランスを崩さないよう、森が海を守り海が森を守っているのだというこのこと

を常に充分に理解して３５年前の愚を繰り返すことのないようにお願いしたいものです。 

屋久島のハムが送ってきた屋久島の画像の紹介（２） 

 
ミツチョムとトローキの滝 by JO6PRM 
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志戸子のガジュマル by JO6PRM 

 
世界一笹川杉（その２） by JO6PRM 

 
耳岳（その２） by JO6PRM 
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トローキの滝 by JO6PRM 

パピーの昔話：私の生まれ年（７１年前）の無線雑誌から（其の１） 

先日２月１日、テレビが本放送開始５０年という記念番組をやっていました。 その説明によると、戦前、高柳

氏が、カタカナの「イ」の字をプラスチック（本当はセルロイド）板に書いて、送る方は大回転圓板で送り受け

る方はブラウン管で受けたと言っていましたが、ブラウン管の発明の方が２年以上後です。 始めは受ける方に

もスキャナー大回転円板が必要でした。 近の NHK は結構こういう早とちりを平気で冒すので油断がならな

い。 私の手元に富山市にお住まいの JA9BE 森さんが大事に持って居られた誠文堂発行の昭和７年９月号の

「無線と実験」のハードコピーを戴いています。 これに、当時のテレヴィジョン事情が囲み記事で掲載されて

いますのでご紹介することから始めましょう。 著作権は５０年有効ですが、これは２０年前に切れています。 

尚１９３２年ですから、オリンピックの年、陸上、三段跳びで南部忠平氏が金、大島選手が銅メダルを取った、

ロスアンゼルスのオリンピックがあった年でした。 

（１）827 頁[囲み記事]「我が国テレビジョンの進展」 

我が国には既に数年前より浜松高工の高柳式のテレビジョンがあり、絵素数１万の送受映に成功し、又早大は屋

外の天然光線を光源とする大衆用の大テレビジョンを完成して、共に科学国日本の誇りを海外にまで発輝してい

るが、今回、更に完備せる小型テレビジョンを電気試験所の曽根氏が発表したので、我が国には３つのテレビジ

ョンが完成したわけである。 

浜松式： は、送映機として直径約１米の大圓板、大アーク燈等を必要とし、送映室は薄暗い部屋であり、受像

所には大圓板等は不必要であるが、暗室の中でなければ受像が出来ない。 

早大式：は電灯又は屋外の光線で送像するので薄暗い室は必要ないが、受像は矢張り暗室でなければ出来ない。 

送映用の大圓板は勿論、受像用にも可成り大きい鏡車が用いられる。 

電気試験所の曽根式：のは送像用の光源としては、普通の室内光線でよいので、暗い室へ入る必要がない。 又

スキャンニングデイスクは６０孔であるがこれを３０孔２列としてあるので、圓板の大きさは他の式に比較する

と頗る小さい。 即ち送像用圓板の直径は６０ｃｍ、受像用のは僅かに 40cm である。 これを 1/4 馬力のモ

ーター（送像用）で廻すので電力も他式に比し頗る小である。 又送受共、 高所要電圧は約３５０Ｖで家庭用

としても頗る安全である。 目下は電池を電源として試験せられていたが、AC 式に改めることは決して難では

なく、将来多数製作するとせば受映機一式は約 200 圓である由。 これを他式例へば濱松式に比較すると約 1/3

で据え付けられるわけである。 即ち濱松式は受映に可動部分がないから調整が簡単であるというのであったが、

今回発表された電気試験所の曽根式のも極めて受映の操作は簡単で、同期用のモーターは 1000 サイクルの標

準振動回路で制御せられ居り、之を調整するのは単にヴァリコンのダイヤルを少し動かすだけで足りるのである。 

此の調整は極めて簡単で１秒か２秒で事足りるのである。 

尚、 後に特筆すべき事は、現在は受映の光源としてネオン管を使っているので暗室を必要とするが、近き将来

に於いては水銀ランプの利用により、普通の室内の明るさの所で受映される真の家庭用テレビを完成せられる確

信のあることで、吾人は之の完成の日を心から期待するものであり、之が完成された時、テレビの実用は、 早

や実施期に近づいたもので、ラヂオに画期的の進展を見るの時である。（註=此の稿終） 
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（２）S.W. ニュース ：（註=から抄出）.（８４５頁） 

◇ 周波数単位の称へ方：例へば読者は、870kc.と書いてあった時、なんと称へられますか、数字は普通の如く

に読むのは当然ですが,kc.の方です。 ,,,,,,キロ・サイクルと単位の呼称その儘を忠実に称へるのが一般ですが、

アメリカでも新しがり屋は、ケースイーと呼ぶのが流行だしました。 書いてある通りを読むのも此の国の習慣

だそうです。 

◇ ワシントン記念碑 5 米テストに用ひらる：ワシントン記念碑の頂上に、５.35 米=56,000kc.の送受信器と

アンテナが設置され、之と、ナショナル・プレッス・ビルデイングとの間に 5 米の二重通信テストが行はれた。 

送受信器は電池も合はせてその重量は９ｋｇ位であった。 後から街路上と記念碑間とでテストしたが相当の成

功を収めた。 

◇S.W.用室内空中線の成績：H.P.スコットと言ふ人が、短波帯用の、室内アンテナと室内アース線を張って、更

にアンテナカップラーとランスを介して、短波ラジオに繋いだ所、すべての波長帯に於いて非常に良い結果を得

たといふ。 外部へアンテナを出せないような不便な場合に都合がよい、天井近くの横木、四周に 20m の可萄

線を張り廻したが、アメリカでは、約２０ｍの此の種電線が僅か５セントで買えたらしい。 更に床近くの四周

にもアース代りに同じほどの長さの線を這い廻して、それぞれを、アンテナカップリングとランスに繋ぎ ACT

を短波ラジオに繋ぐ（A.C.T の詳細は不明）。 何でも之のシステムで、I2RO(ローマ)；FYA(パリー)；G5SW(チ

ェルムスフォード)ケーニッヒスウステルハウゼン（ドイツ）の電話の局などを受けたが、とても良く受かった

という。(Radio News Aug.1932) 

◇ W6USA：ロスアンジェルスのオリンピック村に W6USA といふ特別のアマチュア局が建てられた。 之は

既設の W6SN の別名で電力は 250W だとの事である。 いずれ詳しいことが発表になると思ふ。 (QST, July, 

1932) 

◇富士山頂東京間の超短波連絡試験：７米の超短波を用ひて富士山頂と東京間の二重無線電話連絡試験が電気試

験所主催の下に、８月中旬１週間に亘って行われた。 数ワット以下の極めて僅少電力であったにも拘わらず、

殆ど２４時間を通じて相互間で電話の連絡が取れたことは超短波が特殊通信に益々将来あることを暗示してい

るかの如くである。 直線距離にして約１００キロメートル、受信器は簡単な超再生式が用ひられたが、誰もが

認めているように超短波には超再生式が非常に良い結果を与へた。 （続く） 

パピーのマレーシア話：昔のマレー半島 

現在のマレーシア、共和国でしょうか？王国ですね、何王朝かは知りませんが、日本の天皇制のように、象徴な

ので、マレーイシア人も日本に対して親近感を持つようです。 現在は、マレー半島だけじゃなく、ボルネオ島

の北側、ブルネイを除いて東マレイシアになっていますが。 古くはどうだったのでしょう。 大航海時代、流

石のマゼランも、マレー半島のあの海峡へ行き着く前に、フィリピンの近くで発病、ミンダナオ島付近で、没し

たようです。 

然し、それから１世紀も経たないうちに、このスマトラ島と、マレー半島の間のマラッカ海峡は難所として有名

になり、イギリスが、マラッカ、シンガポール、ペナンの順に、要塞を築いて、ペナン島には、東インド会社の

本拠地を作りました。 スパイス類の宝庫だったのでした。 この当時は、マレー半島内陸部は、誰も足を踏み

入れようがない虎が棲むジャングルだったようです。 マレー人は海岸縁に小さな集落を作ったり、水上家屋で

ニッパ椰子の屋根でスコールを凌ぐ程度の生活で、イギリスが、海峡部の要所を占拠したに過ぎず、海峡植民地

化しても、マレー人は我関せず、だったようです。 イギリスもジャングルに踏み込む必要もなく２世紀が過ぎ

たのでした。 

ペナンの東インド会社が世界の富を集めると言われるようになった１９世紀初頭、ペナンから程近い半島の内陸

部探検が行われ、隊員はマラリヤで、全滅寸前を救われる羽目に陥りましたが、、銀に代わる世紀の金属と当時

貴重だった錫鉱を発見していました。 本国から錫鉱山師が続々とやってきましたが、ジャングルとマラリヤに

追い出され錫鉱山の開発には２０年ほどの時間が流れたようです。 これを克服したのが、南中国沿岸部の人た

ち。 海南島始め、中国沿岸部では既にマラリヤの克服法が判ってきていて、それほどは恐れないことが判り、

１８３０年頃から、錫鉱山の使役には、スワトウ付近から中国人の移民、人買い奴隷、等が、連れてこられ、頭

家と言う中国人一家党が首領になって人足補給、人の仕切り、住処の建設提供、錫鉱の積み出し等を牛耳ったよ

うです。 現在の蛇頭と同じ流れでしょうか。 当時は、人海戦術で、スコップで掘りモッコを担ぎ、手で選鉱

してから手押し車で運んだ様です。 １８９０年頃、大雨が続き、殆どの錫山が没水する事が起こり、一旦抛棄

されようとしましたが、ここで、錫山の採掘法に革命がもたらされたのでした。 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

水没して大きな湖になった錫鉱山は 早、鉱山師の手には負えませんでした。 一世紀前に起こったイギリスの

産業革命は第二次革命となって、あらゆる産業に革命を巻き起こしていました。 治水にも蒸気動力が用いられ、

河川改修堤防建設に浚渫船が人力に代わって、大活躍する時代になったのでした。 錫鉱山の復活にも大資本が

浚渫船を送りつけて、ドレッジャー法という水で鉱石を分散させて、選鉱しながら掬い上げる、一挙に人力は要

らない方法になってしまったのでした。 数十万の中国人労働者達が１割ほどの人を残して一挙に職を失ったの

です。 中国人は、結構ドッコイ生き抜く。 半島全体特に、シンガポール、マラッカ、ペナンその他の交通の

要衝に散って、商売、交易に励んだのです。 斯うして半島の近代化が自然に進むことになったのでしたが、こ

こで、イギリスは、海峡植民地と錫鉱山地区だけでなく、全体を領有している旨の宣言をしたのでした。 王様

がジャングルの中の王宮に住んでいると判ったのはその直後だったのです。 

イギリスは、王様始め住民に住民みんなのために国を富ますから、イギリスに統治権を委ねるように頼んだので

す。 斯うして、イギリスは、このジャングルを、富みの森に変えねばならない責任を負ったのでした。 既に、

インドや、スリランカでは広大な林野を富に変える人々が入植していました。 それでその人人に来て開発をし

て貰ったのでした。 取りあえず早く出来そうなのはゴムの木の栽培でした。 ２０世紀初頭ゴムの栽培が、マ

レーは適していることが判り、椰子の木を残して、他の木は伐られ、半島のジャングルの８０％に及ぶゴム林の

開発が始められました。 この為には、スリランカ、インドで、我慢強く低賃金で働く事を知っていたゴム栽培

指導者によって、ん万人のタミール人が移民させられました。 ゴム園の開発に連れて１９２１年現在は、１２

万人のタミール系インド人が、１９３１年現在で、６４万人その内２割がマレー生まれだったと言われます。 こ

の移民は１９３８年ストップされました。マレー全体の人口が増えすぎてしまったためでした。 イギリスも施

策に窮していたところで、１９４１年暮れ日本が戦争を仕掛け、翌年の旧正月には、半島全部とシンガポールま

で占領してしまったのでした。 

日本軍の占領政策は無策でした。 ひたすら圧政。 軍政の弊害。 ゴム樹液を絞り上げ、枯れれば燃料にして

しまう、ゴム園は３年で荒れ放題だったと古老は嘆いていました。 椰子の木は軍隊の宿舎建設とその燃料に殆

ど切り倒され、たった４年後の終戦の時は、殆ど残っていなかったのだそうです。 現在あるあの国の椰子の木

他の樹木は殆ど１９４５年以降に植えられたモノだそうです。 これでは日本が恨まれて当然でしょうねえ。 

これに引き替えイギリスは尊敬の念で語られます。 マレーシアのニッパ椰子のハウスに、多くの文化と教育を

持ち込み、国を富ませてくれ国の礎を築いてくれたのはイギリスだと。 

然し、日本降伏した戦後、イギリスも本国の復興に懸命で、植民地まで手が回りかねました。 戦勝国で本国が

焦土と化したのですから。 領有を抛棄せざるを得ませんでした。 これから、各州の権力者や領袖の勢力争い

主導権の抗争戦争が、１２年間も此の半島を覆ったのでした。 

現在、此の国には前述のように、移民労働力輸入によって、入ってきて棲んでいる中国人、タミール系インド人

がマレー人の他に棲んでいるわけです。 それらの人々が主としてどういう契機に移り住んだか大体いつ頃から

かと言うことがお判り戴けたかと思います。 そう古いことでもないのです。 そして、此の国の人口過剰問題

が、既に、第二次大戦前、イギリスによって気付いていた問題だったのだという事も。 従って、現政府は、現

実には政治はマレー人、経済は中国人という現実を凝視しながらしかし、１９世紀から２０世紀に掛けてのこれ

ら労働力無思慮移入の弊害の軽減に、躍起となっているわけです。 これが現政府の掲げる、プミプトラ政策で

す。 １８世紀以前からの「土地の人」の主体性の国作りと言うことです。 
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パピーニュウス第 66 号（2003 年 2 月 15 日号） 

屋久島シリーズ（３）： 

現在放映中の NHK の連ドラ「まんてん」は映画ではない、映画で屋久島がでてきたのは、２つではなかったか、

前の一つは大した場面はなかったような気がする。 神代杉とウイルソン株位だったか、何という外題だったか

も今となっては思い出せない。 兎に角非常に数少ない。 ドキュメンタリーでは NＨＫのプロジェクトＸ。 屋

久島の自然破壊のドラマとそれに敢然と戦った島民達の記録。 これも映画ではない。 

次に覚えているのは山田洋次監督の学校シリーズの登校拒否生徒を扱った「学校 IV」だったと思う。 山田洋次

監督「寅さんシリーズ」に出てくる満男君を演じた、吉岡秀隆演ずる登校拒否生徒が、一念発起して、屋久島に

至る。息を弾ませ、平素の運動不足を反省しながら、お姉さん風のトレッキング女性に引っ張られて、縄文杉ま

では漸くたどり着く。 ここで、お姉さんは更に上に登るが、彼は、体力の限界を思い知って、ここで分かれて、

帰路を急ぐが、一天俄にかき曇り、夕暮れの暗さの中で道に踏み迷う。 登りに来た道のようにも見えるし、違

う道にも見える。 上がったり下がったり、サッパリ、道しるべのある道からははぐれてしまった、その中で日

が暮れる。 懐中電灯を頼りに下へ行くように見える道を辿って、、歩くが遂に睡魔に負けて、獣道から外れ足

を踏み外して、崖から谷へ真っ逆様、幸い水中へ落下、平らな砂地まで水中を歩いて下る。 荷物を失い、その

まま疲れて眠る。 短い夏の夜は既に明けて、谷間に響く登山客の声に目覚めると朝は晴れ上がり、見れば川下

に登山道の橋が見える。川の中を下ったのが正解だったのだ。 ドンドン歩いて、やっと、上屋久町の町にたど

り着いて、威勢良く威張っている爺さんに一夜の宿と食事をせびる。 シベリヤ抑留帰りの龍とか言う丹波哲郎

演じる老人である。 所が其の晩龍はいつものカラオケバーで飲み過ぎ唄い過ぎ出来上がり、、夜更けて、戦友

に送られて、帰宅するが、朝起きて、布団をズブズブに濡らして思う存分失禁している自分を発見し、あまりの

ことに辺り構わず泣きじゃくる。 離れで寝ていた、秀隆君が黙って布団を物干し竿に掛けて干し、バケツに水

をくんできて、タヲルと雑巾で哲郎をきれいに拭いてやり、朝飯と味噌汁を作って食べさせる。 更に、町の薬

局まで自転車を飛ばし老人用おしめパンツを買いに行く。薬局のおばさんが、上手に誰がそれを必要になったか

を聞き出し、そうか無理もない年だからしょうがない、しかしあの人には博多に息子夫婦がいる、電話番号を預

かっているからと息子に電話するが日曜日にしか来れないと言う。 身内も冷たいもの、満男がどうせとそれま

で面倒を見る。 炊事洗濯、風呂沸かしと頼られてかいがいしく働く満男。 生活の自信を取り戻し笑顔を取り

戻す。 日曜日に息子がやってくる。 満男が遠慮がちに立ち去ろうとする。 前田吟演ずる息子、哲郎が漏ら

した布団をクセエ、汚いだのと叫びながら、いやいや物干しに持っていくのを、満男が、モノも言わずに奪い取

って、丁寧に物干し竿に干す。 有り難うも言わずに五千円札一枚を差し出す吟,「金じゃない、心です。」と立

ち去る満男。 やがて、東京へ帰ってくる。 自分で学校へ行き、又復学すると一人で手続きする満男。 学校

からの連絡でオロオロする母親。 

此の映画でももう少し、屋久島の自然が見たかった思いだったのでした。 監督自身がＴＶインタヴィユーで言

っていた。 フィルムは風景もふんだんにあの４－５倍は撮していたし、使いたい映像はあったのですが、登校

拒否生徒が心理的に自信を得ていく過程を説得力を込めていこうとすると、どうしてもあの程度の自然映像しか

入れられなくて、、、と残念がっていたのが印象的でしたね。 

思うに、屋久島の自然のスケールが大きすぎて、既成の入れ物や標準サイズのファイルには収まりかねるのでし

ょう。 それで、挑戦された方はあっても、一度では手に負えなくなったのではないだろうか、何度か反省して、

それを活かして、何時の日か再度挑戦して貰いたいものです。 その時こそ既成のスケールに囚われず、話の筋

に左右されず、逆にスケールの大きい自然を積極的に生かして映画に調和させてみて貰いた い、そんな気がし

ています。 

屋久島のハムが送ってきた屋久島の画像の紹介（３） 
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西から見たムツチョム岳 by JO6PRM 
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ムツチョム岳 by JO6PRM 

爺怪説：問題は何？本質とは。 

先日大学時代の化学部のゼミナールの級友が集まる機会があった。 ５０周年記念でした。 私は実験室で割と

マジに実験して、大方の先生に信頼を得ていた。 しかし級友がどう評価していたかは初めて聞いた。 同じゼ

ミナールにいて、クラスメートで、染料中間体や、医薬品中間体の有機合成に行っていた友人が聞かせてくれた。 

君はいつの間にか実験装置を組み上げてしまうが、我々の組み立てるのは教科書通りで壁に沿って、横に机を継

ぎ足して２ｍも３ｍも横長だったのに君はガラス細工で部品作りに何日か掛けるが、作るのは実に早く、コンパ

クトに腰掛けて、操作、測定部分は直ぐ手の届くところで操作して実験が早かったね、Y 助教授が、君は実験の

プロだと感心して今にノーベル賞も夢じゃないね、あれは！と言っていたが、、、とこそばゆい話だったが、学

生時代から毒舌家の渾名のがやってきて「そうだね、我々の実験装置は冗長の名に恥じない実に散漫な装置だっ

たが君のは違ったまるで石油コンビナートの模型並みだった。 ところで一生かかってノーベル賞に手が届いた

かい？あれでは取れない。 失敗しないとノーベル賞は取れない。 チャンスがあったのは我々で、キミジャナ

ーイ。」と。 何処の世界にも此の手の奴は蔓延る。 したたか。しかし以外に本質を突いているやも。 

スペースシャトル・デイスカバリー号の事故で毛利さんも含めて、推論や解説が、色々あったが、氷を取り上げ

たのはさすがに毛利さんだったが、一寸的を外していました。 保温材が外れて、主翼左翼に当たったのが問題、

確かに問題なのですが、、、。 本当に、保温材が致命傷を作れるかな。 目線で見るとそうですが、も少し観

念的な視線を注いでみる必要がなかったか。 機能というパラメタを通じて。 

桶屋が儲かる風の吹き様は、シミュレーションの道筋に問題があり過ぎますが、相当低い確率で、あり得ないこ

とはない繋がりです。 保温材の衝突はこの程度です。 しかし、「保温材が、４５ｃｍ ｘ ８５ｃｍ の大

きさで剥がれて落ちた」そのことは可成りの確率で、此の左翼を破壊に導く可能性に繋がるのです。 なぜなら、

何故に此の液体燃料タンクに保温材がいるのでしょう、ロケットが全力噴射すると、水化ボロンや液体水素と液

体酸素がガス化して燃焼して飛ぶわけですが、この時、零下２百数十度という低温でも液状物が沸騰してガスに

なるとき、廻りから気化熱というもの凄い大量の熱を奪うのです。 この為、液体燃料タンクは冷えて冷えて、

廻りの大気中の水分や二酸化炭素を氷結して固まり付いてしまい重くなってしまうのです。 此の熱交換は殆ど

１対１で起こりますからそのままでは中身とほぼ同じ重さの氷結物がタンク表面を覆う可能性があるのです。 

それを防ぐにはタンクの表面に氷結物が付かぬよう又表面の温度を突き進む大気に曝さないように保温材で、し

っかり熱絶縁する必要があるのです。 其の必要な保温材の外れたタンク面には、氷がドンドン成長する。 大

きく重くなった氷塊が、自重とタンクの猛烈な振動で、外れて保温材の大きさで今度は氷の塊として、断熱耐熱

材の硬くて脆い面に当たったとしたら、、、今度は確実に、セラミックを傷つける、破砕する可能性が、十二分

にあるのです。 つまり、保温材が剥がれて左翼に当たったことより、タンクの保温材が此の大きさで剥がれて

タンクがむき出しになったことがもっとずっと危険な事、其のむき出しの位置が、氷剥がれたら左翼を傷つける

位置だったことが判っていたのに、当たった保温材に目線が行ったばかりに、此の保温材の機能が此の後どうタ

ンク表面にどんな現象をもたらすか視線が行っていなかった。 そこにはタイや収納庫の蓋があり、其の耐熱材

が少し傷ついていたとすれば、アルミ材の温度が上がり収納庫内のタイヤの温度があがる。 タイヤの温度が上

がるとタイヤが膨張して精一杯膨れて破裂する、其のショックで収納庫の蓋が吹き飛ぶ、もう姿勢制御どころで

なくなる、耐熱タイルのない部分が風を切るようになればマッハ１８ではアルミは耐えられない。 フラッシュ
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バルブのマグネシュウムの次に酸化しやすいアルミは薄い空気の中で強制酸化が起これば、プラズマ状燃焼にな

る可能性もある、もう空中分解しかなかっただろう。 どうにも痛ましいことではありますが。 

氷塊がタンク表面から外れる理由は？ 液体燃料が、精一杯使われるとき、液体酸素や液体水素は、零下２百何

十度でも沸騰状態になるのです。 液体が沸騰するとき、ボイラーはどうなりますか？ 囂々と音を立てて細か

く強い振動、つまり猛烈な周波数で胴震いしているのです。 氷が硬く付いているほど振動で振り落とされると

き一挙に一体の大きなブロックで剥がれます。 こんな事が現実に起こってしまったのですね。 大河の堤防も

蟻の１穴で崩れるたとえに近いことが。 

冒頭の、化学実験室で、私は、反応の早さ、熱の発生の場所、其の冷やし方、などもシミュレーションしながら

実験装置を組んでいました。 市販の既製品では形状が不似合いなときは、ガラス細工用バーナーを使って、自

分でガラス細工で、部品を作ったものでした。 それで、他の人が作った実験装置とは似ても似つかぬこみ入っ

た感じの装置が他人より後で完成したりしました。 しかし実験に取りかかるとすべてがスムーズに運んで、友

人達の途中チョンボを横目で見ながらすいすい済ませて、ジャーお先に、がんばれよ、壊すなよ、など言いなが

ら、先に帰ったりしたものでした。 Ｙ先生が実験のプロだと言っていたなんて知りませんでした。 確かにＹ

せんせいは、コピーマシンがない時代私が A4 版のレポート用紙２枚を４つ折りにした１６ページに、ガラスペ

ンの細いのでビッシリ書いた、レポートを透明セルロイドケースに入れて、学生に良く見せて居られて、１２－

３年後に日本化学会でお会いした時に今度コッピイ取る機械が大学に入るので一番にこれをコッピイして貰う

のだと見せて戴いた。 懐かしかったねえ。 しかし、毒舌君が言った通り、時には失敗もして反省しなければ

進歩はなかったのかも知れない、しかし其の失敗に人命という貴い犠牲が伴うことは私には耐えられないことで

す。 

 

 

  



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

パピーニュウス第 67 号（2003 年 3 月 22 日号） 

化学知りーズ：亀の甲に親しもう、先ず防虫剤 

今更イヤなこった、、、、と言うなかれ。 手遅れですぞ。 季節の変わり目ごとに衣替えの季節には、電車の

中でも、防虫剤の匂いがぷんぷん臭います。 匂いで防虫剤の種類が判ります。 子供の頃セルロイドは、硝化

綿に樟脳を可塑剤兼安定剤として配合したプラスチックでした。 此の樟脳という防虫剤は、お宮やお寺などに

生えている楠木の幹から樹液を取って、蒸留精製して作られました。 台湾などでは今でも昔、生えて居るまま

の木の心をくりぬいて、樟脳を取った皮だけの楠が大木になって廟の廻りに生い茂っていたりしますね。 合成

化学が発達する前の天然化学物質精製時代の防虫剤でした。 精製が易しいのですが、揮発昇華が早く、しかし

スカッとした匂いが好まれ、和服の文庫にはなくては成らぬ、又天然動物繊維の絹織物系に強い防虫剤でした。 

やや時代が進んで、鉄鋼生産のためにコークスが必要になって、石炭の蒸し焼き、コークス炉が稼働し、石炭タ

ール化学が発達した時代に、ナフタリンが精製されました。 洋服タンスの中やタンスの中で、ゆっくり揮発し

て、じわっと永いこと虫を寄せ付けない毛織物に適した防虫剤でした。 更に石油化学系から合成された万能に

近い、塩素化合物の防虫剤として、毛皮から紙にまで効くと言われたのがパラジクロールベンゼン。 商品名に

は色々ある。 

この辺りから化学名で頭が痛くなってしまう方が多い。 有機化学物質の名前は誰が、どうやって付けるのだろ

う、勝手に名前を付けるなと云わないで下さい。 戦前から、ジュネーブ合意によって有機化合物命名法が決ま

っており、私たちは、旧制中学一年生で、理化学辞典のお尻の付録の此のジェネバシステムを副読本として習い、

有機化合物の構造式と命名法の序でに作り方や性質の概要を習いました。 亀の甲がちっとも怖くなくなりまし

た。 大学の化学に進んでも級友が私に聞くので俺に聞かずに理化学辞典の付録を読めと、何人にも薦めたモノ

でした。 文字通りトオダイ元暗し、でした。 

世俗には亀の甲に弱い序でに何も化にも商品名も化学名も混同してごっちゃにする人が居ますが、モノの本質は

ごったまぜに覚えないで、系統だって覚えるのが整理しやすく、応用が利きやすい。 例えば、此処で冒頭述べ

た樟脳、ナフタリン、パラ・ジ・クロール・ベンゼンは、防虫剤です。 殺虫剤とは本質的に異なります。 虫

が発生してしまった衣類の虫は殺しません。 虫が入ってこないように防ぐ役目、そして大事なことは、アルコ

ール溶液や、油剤殺虫剤のように液状には成らず、固体から直接有効気体に揮発することです。 これを化学用

語で昇華と言います。 防虫剤ではこれがとても大切なことです。 液体を経て蒸発すると、繊維衣類にどうし

ても蒸発残査に埃などが混じって、シミや色代わりの元に成るのです。 此処が殺虫剤と本質を異にします。 

ところで、では、樟脳、ナフタリン、パラゾールなどのパラジクロールベンゼンは絶対液状になることはないか

というと、あるから気をつけなければ成りません。 此処が素人の生兵法が怖いところです。 とても大事な、

注意書きですから此処だけはしっかり読んで置いて戴きたい。 お嬢さんの一張羅の成人式の和服にシミを付け

て嘆かぬ為にも。 

上で、樟脳はいい匂いだが昇華が早い、ナフタリンはじわじわゆっくり、そしてパラゾールは、万能だと言いま

した。 じゃ、３種類全部同時に混ぜて、洋服ダンスも和服の文庫も、毛皮のは子にも混合して使ったらドオだ。 

名案だろう！。 やったら大変ですよ。そこが素人の赤坂査じゃない浅はかさ。 化学物質には化ける性質があ

ります。 此の三種混合は絶対に避けなければならないのです。 相互共融現象を起こして液状になる組み合わ

せ条件域があり必ず、点々シミか雀斑シミか同心円シミを起こして大失敗します。 昔はパラジクロールの袋に

必ず大きな字で注意書きがありました。 近は注意書きがないか、あっても他の事項と併記程度ですが、性質

が変わったわけではありません。 さあ明日着ようという今夜シミになっていては間に合いません。 防虫剤の

混用は絶対におやめ下さい。 亀の甲はそう有意味で、怖いのです。 頭に入らないから怖いんじゃありません

よ。 親しみましょう。 

はみ出し者伝記（３）：ドン・ガバチョ 売れっ子芸人誕生、、、の章 

TV 本放送開始５０年とかで NHK はしきりにドン・ガバチョを丸でシンボルマークのように使い、記念切手に

まで登場しています。 所で、此のドン・ガバチョがヒョッコリひょうたん島で活躍した連続放映人形劇の声を

演じたのが、チョイと変わったコールサイン二つで活躍したハムだったことをご存じかな？ 猛烈に癖っぽいが

芸達者なコメデイアンと言うよりボードビリアン、又の名を「ストンチョのオッサン」と言えば思い出される方

も多かろう。 芸名も本名も藤村有広と言った。 彼の名はこの度のＴＶ５０年で NHK で放送されることは只

の一度もなかった。 よって、彼の供養のために私がこの稿を書くことを決意しました。 

夏目漱石などの小説にも出てくるし漱石自身が大好物だった、本郷追分の正統羊羹老舗「ふじむら」の係累だっ

たが中学に入った頃から冗談がきつく巫山戯すぎと言うより巫山戯好き、あまりに奇行が重なるし学校でも先生
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を揶揄するなど激しかったので退学処分直前に当時としては前代未聞「自主退学」し、勘当同然に早くから実家

からも親戚からも絶縁されたという説がまことしやかだった。 本人も敢えて否定はしなかった。 兎に角金に

不自由はしたことがないらしいから意外に本当かも。 伝記とはいい条此処では其の説に従っておこう。 駆け

出し時代は多分寅さんの大先輩のストリップ小屋の口上師、いつの間にかストンチョの小父さんとして伴淳のギ

ョギョ！ギョ！！が飽きられた頃のラジオに登場、ＴＶにもコメデイアンとして出てくるや一躍時代の寵児の芸

達者として話題となり、映画にも森繁久弥・小林桂樹・有島一郎、三木のり平等の社長三代記シリーズなどにも

出演したりしていた。 TV で連続人形劇の始まりは確か、黒柳徹子、里見京子等のチロリン村とくるみの木。 

次いで ヒョッコリひょうたん島が始まって人気番組になったのもその頃。 ドンガバチョは、人気キャラクタ

ーだった。 ストンチョの小父さんが当然の如くドン・ガバチョの声優をやっていた。 

戦前を知る視聴者にとって此のボードビリアンの出現は懐かしいモノでした。 戦前と言うよりは既に戦時色濃

い頃の、、、でしたが。 一組男女の漫才師、島ヒロシ・ミスワカナと言うのが、「大日本愛国婦人会」（後に

大日本国防婦人会と改名）と言う解題で、日本の島は広いとばかり日本各地の方言をやりとりして面白く聞かせ

る漫才を流行らせて当たりを取りました。 わかなは亡くなり戦後のコンビ、ミス若さは、違う人です。 日本

の十数カ所の方言を操り、大阪と京都を比べ、 後に、名古屋弁で落とすのですがそれが、尾張生まれの我々で

も使い切れないモノでした。 「、、、ゴッサマガグザラッセルで、すかたらんにオキャアセ！、、、」名古屋

の方々お判りでしょうね？ 土地勘のない方のために通訳しておくと「奥さんが文句言うので、好きじゃないか

ら止めておきなさい」と言う忠告。 何でこれを持ち出したか。 テレビの始めの頃に一度だけ、ストンチョの

小父さんの漫談に、これの焼き直しがあった。 日本各地の方言同士の頓珍漢な会話に続いて秋田弁と津軽弁が

喧嘩する。 秋田弁で津軽弁をぞんざいだとけなすのだが、其の地方以外の人にはサッパリ判らない、カタカナ

では書けないが秋田弁では「ずっぱりあがさまい」と丁寧にご馳走を客に勧めるのに、津軽弁はぞんざいで「づ

っぱ、ガサメイ」としかいわね、というわけで有る。 結構受けたのだが放送コードに引っかかり、消えた。 彼

の持ちネタが一つ減った。 彼はそれならそれでいいよとばかり、外国語で６カ国語ほどを口まねして挑戦した。 

本物の外国語を話さず、例えばタバコの名前ばかりを綴って、英語に聞こえさせるわけ。 国鉄の駅名を綴って、

なまらせて、イタリイ語に聞こえさせるし、野菜の名前と缶詰の名前を綴って、フランス語に響かせたり、中華

料理の名前を並べて、中国語に聞かせるなどは天下一品だった。 後にも先にも此の芸の真似できるモノは絶え

てない。 生まれつきの芸達者だったのだろう。 藤村有広と言えば、これが代表芸だったろうに、「ストンチ

ョの小父さん」と言う代名詞は変わらなかった。 此の芸が 高に発揮されたのは、皇太子殿下が、美智子妃殿

下を連れて、東南アジア始め海外を外遊された時を再現して、此の出任せ当て振り外国語でやったときだっただ

ろう。 皇太子の英語は、アイホープ、何とかカントかラッキーストライク、バット、ピースなんじゃらかんじ

ゃらフィリップもーリス・キャメル・ゴールデンリーフ、シンタンジン、、、。 タバコの名前だが、美智子妃

殿下のは短いながらもちゃんと英会話、だって、聖心の英文学専攻だモノ、、相手の外人のは又野菜の名前や、

電車や汽車の駅名、中国料理の名など。 これを短時間に呼吸良く交互に使い分けるのだから大したモノでした。 

確か少なくとも６カ国語は語感を使い分けたと記憶しています。 しかし、右翼だけでなく、お堅い人の多い教

育界・文部省から不敬罪に次ぐモノとして、注意が発せられ少なくとも NHK では二度と此の漫談は出入り禁止

だった。 こうして彼の芸はあぎだ弁津軽弁だけでなく羽をもがれ、足かせを填められて行く。 イロハがるた

にもある、出る釘は打たれる。 ドンガバチョだけが残っていった。 

やがて昭和４０年代の始め頃、どの無線雑誌かが青山南か南青山のお屋敷町の JH1BAN 局が、ストンチョの小

父さんのハム局とスクープしてグラビヤ頁に登場した。 「エッそんなに早くＪＨ１が？と言うなかれ、

JA1XZZ の次はＪＨ１AAA だったのですぞ。 Japan Amature の次は Japan Ham、其の次はストン、チ

ョト Japan Radio まで行くのよ、 アルファベット順じゃないところが、日本のお役所仕事。 ワカッカナ

ア！」、、、。 ストンチョの小父さんはこんな風に言うわけ。 しかしも蜂の頭もない。 一級局でした。 こ

の前後から彼は芸のマンネリ化を強要される世間の風潮に悩んで、かなり無理して見栄を張り実は荒んだ生活だ

ったようで、後からすごーく反省していました。 反省を始めた頃から仕事は入らなくなり、世をすねたように

難しい男にもなったりしていたらしい。 今日、NHK が彼を無視する態度に出たのは其のせいかも知れない。 

どちらも大人げないことだが。 

パピーの昔話：昔の雑誌から 

パネルの蔭から；（署名）雷 次雄]==「無線と実験」誌：昭和７年９月号８１１頁-８１７頁から抄録： 

◇オリンピック==競技とラヂオ--関係諸氏の労を多とする-- 

おそらくは、もしラヂオが無かったならば、オリンピックに対する一般の人気はあんなに湧かなかっただろうと

思はれるほど、今度はラヂオは其の威力を発揮した。 惜しいことには、競技場から直接に放送出来ずに、競技

が済んでから想像放送したので、其のアナウンサーの実感効果が少くて少々間が抜けたところがあった。 だか

ら、トーランの百メートル競技の新レコードが松内君の放送で二十七秒も掛かったと野次る不届き者が出る事に

なる。 今度中継放送されたオリンピックの放送は、競技場から自動車で１５分かかる KFI 局から中継された
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ので、実際の競技から１－２時間遅れた勘定になる。 競技場に出張した AK、ＢＫの諸君の労をねぎらうと同

時に、かくれたる働きをしてくれたサンフランシスコ市郊外のポリナス局及び受信した岩槻無電局局員の諸君の

努力に対しても衷心から感謝する。 

◇警察ラヂオの実現か--警視庁の新しい試み-- 

従来電信電話によって各署と連絡を取っていた警視庁では、米国あたりの警察ラヂオに刺激されたモノか、また、

通信費節約のためか 近警視庁と管下警察署間のラヂオ通信試験のテスト許可願を逓信省に出した。 此の結果

が良成績であれば、直ちに４萬圓くらいの予算で、自動車と本庁の間にラヂオ通信を開始し取締り現場と本庁と

の間の連絡命令を通信することとなる。 此のラヂオ自動車実現の暁は、シカゴ、ニューヨークその他の都市並

みに、火事、大衆運動その他の事項についての速報が伝えられる様になって、大いに検挙成績を上げられるとは

お巡りさんの理想で、広い東京ではラヂオ自動車５台やそこらではそう実用成績は出来まい。 

◇対欧満州電報の回り道--名古屋無電局中継で通信-- 

従来満洲から欧洲に向けて発信される電報は、奉天日本郵便局又は在満支那郵便局で取り扱っていたが、支那政

府が没義道に「郵務断交」を申し込んで来たので、満洲の電報は一時宙に迷い掛けたが、今後満洲からの対欧無

電は全部日本の名古屋無電局に集められて、此処から日本無線ご自慢の名古屋無線局の手によって欧洲に送られ

ることとなった。 因強に通信まで邪魔する蒋介石君の居る南京の空をラヂオは、フワーリフワリいやスーっと

走っていることとは、お釈迦様でも鬼様でもご存じあるまい。 

◇新設された福岡無電局の対米設備--オリンピック専用通信装置-- 

ロスアンゼルスのオリンピックの状況が、各新聞通信社によって報道されるために、一般商業通信が邪魔される

と不可ないというので埼玉県福岡受信所と、栃木県小山発信所に新たにアンテナを作ったが、押し迫った７月２

７日に完成した。 これは米国ポリナス局--KKZ、波長２１ｍ--と我が国との間に使用された。 これは１分間

に６００字（１２５語）が送受信される能力あるモノであったが、さてどのくらい使はれたものであったか。 

◇富士山頂のラヂオ試験--研究所や電気会社の企て-- 

今年の夏は富士山も大分驚いたらしい。日頃良くピンピンと当たった電波を発生する発振器を、八月下旬には逓

信省電気試験所員が、その前に七月下旬には東京電気（株）研究所員が持ち込んで赫々たる超短波実験を行った。 

使はれた電波は通信を目的とする５、６メートルのものだったようだ。電気試験所では山頂と平磯出張所間、東

京電気では山頂と川崎の本社間、またかねてから設置してあった中央気象台でも本台、東京市外砧村の日本放送

協会研究所及び横浜神戸間航行中の船舶との間に通信を交換したさうだ。 

◇小型テレビジョン装置の発明--家庭用として誂え向きのもの-- 

東京市外大崎町の逓信省電気試験所技師曽根有工学士が小型テレビジョン装置を発明し、其の公開試験が七月二

日同試験所で行はれた。 新装置は高さ１．３メートル、幅と奥行きが各０．７５メートルの送像機と、高さ０．

７５メートル、幅と奥行きが０．５メートルの小型受像機とから成って、受像の大きさは１２センチメートル四

方くらいで鮮やかに像が浮かび出る。 価格は両装置を合わせて千三百五十圓くらいである。 今まで、日本の

テレヴィジョンと云へば、早大式と浜松式とに限られていた感があった際、こんな実用（個人用として）価値の

多い装置の現れたことは日本のラヂオ界の為には大いにハラショ。 序で乍ら此の発明をした曽根有工学士は、

大正１５年早大電気を出て、同試験所に入り、高津所長の命によって、助手斉藤正、森友芳二郎両氏と協力して

此の新装置の研究をしたものである。 

◇台湾の広告放送オヂャン--新聞協会の運動によって-- 

前号（八月号）の本欄でご披露に及んだ台北放送協会が我が国 初の広告の放送を開始することはその節も申し

上げたとおり果然問題化して、遂に中止命令が下って、オヂャンと相成った。 其の裏を聞くと東京に於いて梁

田中外新報社長（日本放送協会関東支部理事）光永電通社長（新聞協会理事長）及び永井台湾日々新聞東京支局

長等が、台湾総督府に向かって、ラヂオの広告放送は、新聞広告を圧迫するものと台湾総督に申請したので、六

ヶ月後即ち十二月から中止と云うことになった。 ６ヶ月という理由は、JFAK が既に広告主と契約し、またそ

の為のプログラムも立て終わった為である。 此の喧嘩永くこのまま行くかどうか。 折りも折、朝鮮放送協会

でも、来る十一月の二重放送を期して、広告放送をしようとしている。 

◇テレヴィジョンに超短波を--近頃盛んに研究されて居る-- 

近ニューヨークのエムパイヤーステートビルデイングの屋上から、光線に近い波長の電波で、テレヴィジョン

が放送されて人々を驚かした。 また飛行船ロスアンゼルス号が、スケネクタデイ市の上空二千五百フィートの

高空を飛行中、アデイロナックス山の小丘の所の自動車から光を聴取した。 ある自動車運転手は、其のヘッド

ライトの光を鏡で反射させて通信したが、これは光線を利用したラヂオ装置に成った。 洋服 屋のジョン・ベ

ラミーは光線と音をトーキーのように送る装置を発明した。 E.F.W アレキサンダー博士は、電波も電線も使わ
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ずに光線で、テレヴィジョンを送った。 このほか各階級の人で光線及びそれに近い波長で、テレヴィジョンを

送る研究をする人が多くなってきたそうだ。 

◇米国のだ大放送局続々完成--放送業者は設備改善に夢中-- 

強力な電波で自分の会社の勢力を張ろうと努力している米国の各放送会社の努力は、 近急に激烈になって来た。 

それでも、電力は５０キロワット以上はラヂオ委員会が許可しないので、其の範囲で大努力している。 近新

しく５０キロワットにしたものを 1-2 点挙げてみると、ニューヨーク市のフラッシングにある WMCA-WPCH

局、ペンシルヴァニア州 WOR,デラウエア州 WCAU、WCCO 局などがある。 日本放送協会が、全国鉱石化な

んて、０．５キロワット局を騒いでいる間に其の百倍出力の放送局が日本の全放送局数より多く出来ている。 桁

の違い方が少々度外れて居るとも言へる。 

◇放送波長変更の変更の希望--欧州放送局から万国放送連盟へ-- 

欧州放送局から 近しきりと国際放送連盟に対して放送波長変更の希望が来ている。 それによると従来の１６

０キロサイクルを２８５キロサイクルに３７０キロサイクルを４６０キロサイクルにしようと云う案である。 

此の案に対して３７０キロサイクルを４６０キロサイクルになどすると、現在の商業用、自動車用、陸上局では、

波長の改正に大困難を来すと反対をする者もある。 これに賛成するのは欧州でも米国でも艦船と航空に関係の

ある者である。 米国では目下此の問題についていろいろと研究中である。 

******************** 

＜氷室註＞ 

名古屋無電局ご自慢の欧州向け無電塔：==これが数年前巨額の費用を使って取り壊され撤去された、４エレ１／

４波長垂直２段大スタックとも云うべき有名な、東海道従来線新幹線のいずれからも見えていた、依佐美の長波

用垂直アンテナ群であった。 ５０年以上其の威容を誇っていた。 戦後は米海軍や海上自衛隊が対潜水艦用の

長波通信用に活用したが、老朽が酷く、遂に撤去のやむなきに至った。 

ラヂオ電波の広告利用問題：==此処に見えるように昭和一桁時代に海外領土では、相当真剣に官営放送局と云え

ども資金源に広告営業が検討されたが、やろうとすれば民間新聞広告を圧迫すると大反対。 と云ってならばの

放送の民営化は軍/官僚帝国主義下の日本では全く考えられないアイテムだったのです。 
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パピーニュウス第 68 号（2003 年 3 月 1 日号） 

爺怪説：問題の本質 2 ニュウトンの合点はリンゴが落ちることだったのか？ 

読者の皆さん、あなたが、このニュウトンとリンゴの話を一番 初に耳にされた、ないしは本で読んだときには、

アイザックニュートンは、ある日リンゴが落ちるのを見て、万有引力を発見したと、聞きましたか、本をそう読

みましたか？ 

もし学校の先生がそう話して聞かせたとすると、あなたは、理科系にむかないと思いこんで、文科系に進まれた

方ではないでしょうか？ その先生はあなたに影響を与えています。 その影響は円周率を３だと覚えなさい、

と教えるほどの影響の大きさです。 図形の中心から、いつも、同じ距離にある点の軌跡が、その距離の 6 倍と

いう事は、その圓に内接する６角形と圓が同じ形だという極めておかしな事を教え込んでいるわけで、教え込ま

れた子供はある日、突然気が付く途端ニュウトンよりも驚いて、論理パニックに陥り、収拾がつかなくおそれさ

えあるでしょう。 幾何学も、物理学も理解の彼方に吹っ飛んでしまう可能性無しとしません。 今の日本文科

省の学校教育はそうゆう方向に行きかねない岐路にあります。 日本の学校教育には、論理の時間がありません

唯一教えられそうな学科は数学です、それが危機に瀕しています。 フランスでは算数自体をロジーク、つまり

論理の一環として教育します。 全く論理があべこべ、天地の差。 この差が社会のクレバーさの大きな違いに

なっていると思われて仕方ありません。 日本の論理は国益でさえうわべの損・得しかないじゃないですか。 本

質は見ず、幼稚に過ぎてあまりにも情けない。 

ニュウトンが育つ頃には、もう、コペルニクスの地動説は当たり前、ケプラーの惑星公転の 3 大法則も確認され

て、天王星まで発見された頃でした。 引力という暗黙の了解がなければ、地動説もケプラーの法則も理解は出

来なかったでしょう。 又ガリレオが望遠鏡を作って、木星の４大衛星の運動を観測して、木星も地球もこれら

の衛星が木星の周りを回るのと同じように太陽の周りを回っているのだと言ったことが知られていたし、その廻

り方が、ケプラーが法則を見出した惑星の軌道は太陽を一方の焦点とする楕円軌道の上を廻ることも、太陽と軌

道を結んだ掃引面積がいつも一定な軌道上の速さで周回することも既に確かめられていました。 

では、ニュートンが、リンゴの木の下でその日も考え込んでいたのは、一体どんなことだったのでしょう？ リ

ンゴが枝を離れ、自然落下しました。 地球がリンゴ衛星を引っ張ったのに地球の周りを周回しようとはしなか

ったのですよね？ いえ、リンゴは周回したかったのかも知れないと一度は考えたかも。 しかし、地球が余り

にも近すぎたこと、地球が余りにもデカ過ぎたこと、の為で、、、と考えそれではリンゴが地球のないところで

落ちたとしたら、リンゴは何処えどう周回するだろうかその時既に知られている、太陽、と、水・金・火・木・

土・天王各星とリンゴの関係は？ と考えて、すべてのこれらの星はリンゴを引くし、ああ、そうすればこれら

の星同士も互いに引き合っていない筈はないんだ！！ 待てよ太陽系の惑星同士だけはないんだ、きっと全ての

モノに引力が何か決まった法則が決まって働いているのじゃないか？ だから惑星が太陽の廻りをケプラーの

法則で廻っているのに、どれ一つとして、同心円のような同焦点楕円の上を走らないで、思い思いの楕円軌道の

上を、走って居るんだ、よし、この引力の研究して法則化し物体の運動を式に書き表す研究を完成すれば逆に軌

道上の惑星の運動から、太陽の引力の他に惑星同士の引力の影響を知ることが出来、今 外周だと思われている、

天王星の外には惑星があるのかどうかもひょっとしたら、、、。 と夢が膨らんだ様でした。 

彼は、後にニュートンの運動方程式と呼ばれる公式を探りながら、物体に働く力の３大法則を見出す偉業を成し

遂げ数式化できる法則にしたのでした。 この法則と考え方から、天文台員と数学者が手を繋いだら何とわずか

数時間で天王星の外側の星が見つかり、海王星と名付けられました。 更にこの海王星の周回運動が精密に観測

された結果、未だ外に惑星があり、影響しているらしいことが推測されるに至りましたが、その外側惑星が発見

されるにはそれから更に約３０年も掛かったのでした。 ＴＶが５０年の NHK のヤンボウ・ニンボウ・トンボ

ウとは関係ないトンボウという天文学者が前任者が見つけきらずに退職した後を継いで観測遂に第九惑星を発

見、先輩の名からの「プル」と自分の「ト」を繋いだ、プルートー、日本語では冥王星と名付けられました。 ニ

ュートンの法則、運動方程式が、基本的で、普遍性があるモノだったからこそ此処まで、応用が広げられたので

した。 副産物として、微分、積分の考えを引き出し、微分・積分の応用法を進めめたのも彼の偉大な功績でし

た。 天文解法だけでなく、産業革命に伴って大きく広がった技術工業等のあらゆる分野で多大の貢献を果たし

たのでした。 

♪一杯のコーヒーから、夢の花咲くこともある、、、」じゃないが、♪一粒のリンゴから、夢の花咲くこともあ

る、、、と信じたいモノだ。 

はみ出し者伝記（３）：ドン・ガバチョ（２）JH1BAN/JH2BAN 無線生涯、、、の章 

JH1BAN が無線雑誌のグラヴィアページを飾ってどのくらいたった頃だったろうか。 CQ ハムラジオ誌に、

JH2BAN が、伊豆半島東南海岸の絶壁頂上にコンクリート城とアンテナタワーを完成して、ＤＸ交信に乗り出
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している、彼は JH1BAN でもある有名なコメデイアン藤村有広氏とグラヴィアに出ていた。 絶壁はオーバー

ハングしていそうな程で、その上のコンクリート製の建物は将に城砦風であった。 潮風が吹き上げて大変だろ

うなと思った。 それからまたどれくらいの月日が流れたのだったか。 

ある日の午後、私の両端接地のビッグ・イメージ・ループに、１４メガ SSB のＪＨ２BAN の伊豆半島先端から

のＣＱが聞こえた。 まさかとは思いながら呼んでみた。 応答があって、伊豆の藤村とのこと、間違いはなか

った。 はやる心を抑えて押さえて、型どおりの挨拶。 しかし抑えきれずに、CQ 誌のグラヴィアで見たと喋

ってしまいました。 意外なことにそうなのですが、とは答えありましたが冷静な声、それはストンチョの小父

さんの声でもなくドン・ガバチョの声とは似ても似つかぬ悲しげな響きにさえ聞こえました。 珍しく、国内向

けＣＱでしたが、と聞いてみたのです。 体調を崩して静養中なモノでという始めの答えでした。 この日は先

ず、どうやって、コールエリアだけ違うそっくりプレフィックスもサフィックスも同じコールを取れたかを尋ね

ましたが、まあ、偶然と云うことにして下さいとの一点張りでした。 コンデイションの話、伊豆からの ＤＸ

の成果の話など、でなかなかストンチョの話やドンガバチョの話までは行かないうちにコンデイションが変わっ

て、尻切れ寸前失礼し再開を約しました。 

梅雨が明け暑い夏の日に、また。殆ど同じ１４メガでＣＱを聞きつけ、コールしました。 今度は挨拶もそうそ

うに、殆ど泣かんばかりの声になり「聞いて下さいよひむろさん、私の命は後２ヶ月なのだそうですよ、何が理

不尽といって、、、。 確かに若い時から羽目ばかり外し、おっちょこちょいにも、好きな巫山戯方で、当たり

を取っておりましたことは、その年の方なら良くご存じでしょうが、いい加減の単語並べて外国語に聞かせるイ

ンチキ語も、先生方が教育上良くないと文句仰言ったそうで直後からそれならばと、家庭教師延べ１２人付けて、

６カ国語を先ずマスターし、そしてその後また４カ国語に挑戦中です。 それなのに何と、世の中は無情ですね、

折角真面目になって３年余、もう余命２ヶ月ですって。 死刑宣告より厳しいです。 どんな死に方したらいい

んだか、毎日毎晩悩んで泣いていますよ。 お寺のお坊さんも、念仏唱えよと云うだけで、、、、」と絶句。 マ

イクが廻ってきても慰めようがない。 仕方なく、謝りながら、教えて下さいと、秋田弁と津軽弁のやりとりの

言葉を再確認して貰ったり、どうしてあれは一回こっきりで止めたのか尋ねたり、６カ国インチキ外国語のアイ

デアは何がヒントだったか聞いたり、しました。 前の章に書いたミス・ワカナ・島ヒロシの漫才からというこ

とも話していただきました。 後から思えばハム同士で本当に良かった、この上ない貴重なラグチュウではなか

ったかと思いました。 日は何時しか西に傾き、気付けば１時間半に及ぶロング・ラグチュウ、、、、。 近距

離のコンデイションは限界あり、消感していきました。 後に贈る言葉も見つからないような、唯又お会いし

ましょうとだけ、、、。 しかしその後 JH1BAN もＪＨ2BAN も声を聞くチャンスはありませんでした。 「物

言わぬ電鍵」となったのでした。 

それから１5 年以上の月日が経過して、７メガでだったと思いますが、伊豆半島東南岸ですという人の交信を聞

いて、呼び「その辺りに、ストンチョの小父さんのコンクリート城があったところですか？」と聞きました。 「あ

ったところとは何ですか！未だあるんですよ！、ですから村中の厄介物になってます。 遺言とか、遺書とかで

何か言い残してないと勝手に他人が処分できないのだそうです！ しかも、岩山の上、前は 絶壁で海に落ち込

んでいる、作るより取り壊す方が何倍も費用が掛かる、村にはそんな費用を出す余裕なんてあるわけないじゃな

いですか！！」ということでした。 丸で私が、そのコンクリート城砦を放置しているような凄い剣幕でしたの

でそうそうに尻尾を巻いて引き下がりました。 

彼が、自分の芸の手足をもぎ、自分を徹頭徹尾邪険に扱った放映世間に対し、又非情にも不治の病に死なせた運

命に対し、消極的ながら唯一見せた 後の反抗が、遺書・遺言を残さずに堅固なコンクリート城砦を墓石代わり

にわざと放置する事だったのではあるまいか？私には TV 放映開始５０年で NHK が見せた態度でそう思えた。 

JH1BAN/JH2BAN ストンチョの小父さんドンガバチョ、安らかに眠れ、ストン、チョと 73 を送る。チョン・

チョン、合掌。 

昔の雑誌から：郷土の科学 

（子供の科学：１９３３年６月号６８８頁）大分県玖珠郡森町 小野 勇 

◇長者ヶ原の殺生石： 

数年前から、日本少年団キャンプ地として指定されている九州大分県長者ヶ原には殺生石と言ふその名の示すや

うに生物を殺す石があります。 此の石はタマモノマエといふ歌舞伎芝居に出てくる八つ尾の狐が狐ヶ石に成り、

其の石が３つに割れて一つが此の長者ヶ原に飛んで来て毒性を発揮しているとの傳説があります。 小鳥や昆虫

ヶ此の石や此の付近の草木に止まると死んで落ち、蛇や蛙や蜥蜴などは此の石の南側の土と石との間に十糎位の

穴がありますが、此の穴の付近で死んで居ます。 付近の石は殺虫剤になると言って掘り取って畑の野菜のコガ

ネムシや油虫の駆除に使ひます。 果たして此の毒は何か未だ不明ですが、此の石は周囲十数米位の火成岩で木

の根やツタで取り巻かれ其の南に前に記した孔があります。 付近は火山地帯で、九重山のやうな硫黄を噴出し



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

ている山があります。 此の石から百米位の所に筌(ウケ)の温泉という鉱泉が湧出している事から考えますと、

多分地熱により地下の有毒な鉱物が分解されて気体と成り前記の孔から噴出して生物に危害を与えるモノと思

われます。 此の毒性も年々少なくなるのか以前は人々も余り近寄らなかったのが、近年は鳥の死んだのも見ず、

昨年の夏は蜥蜴と蛙が死んでいたくらいで、人々も平気で近寄り、人家も付近に数軒もあります。 

******************** 

＜氷室註＞ 

此の噴気孔は殆ど亜硫酸ガスのようですが、大分県特に東・南部では、大正時代から戦後まで住友鉱山が稼働し

た土々呂鉱山のように、硫黄に似ても、雄黄や鶏冠石など硫化砒素や亜砒酸などの中毒性の鉱石がありますので

注意が必要だったのです。 此の亜砒焼きの鉱害については、岩波新書黄表紙「亜砒焼き」に詳しい記述があり

ます。 戦後まで、世界の大量の亜砒酸農薬需要をメキシコ及びヴェトナムの海岸の沖積鉱床と競って、前記大

分県下の砒素山を掘って焼いていたわけ。 多くの人が砒素毒の犠牲になったようです。 海岸沖積鉱床は焼か

なくて済むのに対して、亜硫酸ガスのようなガスになり冷えれば白い結晶状微粉になります。 

砒素系の毒は、平安時代から知られ、肌を抜けるように白く透き通らせる女官などは肌の美容の為に使ったとも

言われ、やがて 5 年殺し１０年殺しの長期殺害薬として用いられ、江戸時代には石見（いわみ）銀山ネズミ取り、

銀鉱と夾雑する砒素をネズミ取りに使ったが、毒薬としても使われ有名になった。 これを灼くと亜砒酸になる。 

戦後まで、硫酸銅と石灰中和で作るボルドー液と亜砒酸が葡萄を始めとする果樹用の甲虫類（特にコガネムシ類）

に対する防虫・殺虫剤であった。 日本は当時亜砒酸輸出第２位国であったようです。 

因みに、江戸時代から非常に盛んになった日本画の絵画には、岩絵の具として、黄色は雄黄が、又赤紫色には鶏

冠石が用いられた。 これらは上記の通り硫化砒素鉱物であり、色も鮮やかであったが、毒性も又鮮やかであっ

た。 南蛮渡りの毒薬もあったが、国産も結構手近にあったのです。 殺生石がこうして恐れられる割には、砒

素毒に気付かず多くの犠牲者が出たり、企業公害問題が軽視された歴史に合点が行かない。 毒の強さは時と場

所を選ばないのだが。 

******************** 

◇野生動物の土団子： 

近来猟銃の発達と鳥獣肉需要激増の為野生動物の恐慌時代を現出した今日、野生動物が農家の冬期夜業小屋の内

に３カ年に亘り土団子を投じて壮丁に戯れたという昔語りのような事実があります。 九州 大湯恵良駅より程

近き山間小部落に昭和５年１２月上旬夜業小屋を建てて夜業を始めると毎夜土団子を此の内へ煙出し穴から投

ずる者があるので 初は壮丁仲間の悪戯かと思っていたが、人為でなきことが判り興味の的となりました。 同

地方は勿論各地の青年や警察からも其の真偽を確かめに来られたが誰が来ても相変わらず２、３０分に一個づつ

投じ其の正体は見届けることは出来ませんでした。 壮丁は其の正体を知るために犬を小屋の中に潜め待機した

が其の夜は来なかった。 ある夜は一青年が猟銃を藁ヅトに包み人にも知られぬように藁積みの中に潜んで待機

したが其の夜も来なかった。 ある時は石灰を散布して、足跡を試したが、犬や猫の足跡が多くて明瞭には判ら

なかった。 尚投ずる夜は地面が凍結して、足跡の付かない闇夜に限られ、月夜や雨降りや雪降りなどには絶対

に投じない。 かくして、翌年２月迄続けたが小屋は取り壊し、春夏秋を過ぎて１２月上旬に小屋を建てると又

同一なる動作を始め翌 7 年２月まで続けましたが、其の正体は矢張り分かりませんでした。 本年は小屋を建て

ませんでしたから其の珍現象を見ることが出来ません。 たとい小屋を建てたとしても継続したかどうかは判り

ません。 小屋と住居は 15 米ほど離れて建てていましたが、住居の方には毎年とも何も変わったことは起こり

ませんでした。 投ぜられる土団子は動物の毛などが混じった、直径２．5 糎乃至３糎のまん丸で、とても野生

動物が手で丸めて作る物とも思えません。 投じた当時は若干の水分を含んで、少しジメットしています。 此

の主人公はいかなる動物か見た人は遂になく読者の想像にお任せしますが、野生動物が食を漁るためでなく又本

能でもないことを相当の危険を冒して、３年余に亘り為したことは興味あることではありませんか。 
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パピーニュウス第 69 号（2003 年 3 月 8 日号） 

爺怪説：問題の本質 2 円周率は約３でいいか？ 

ユダヤ教の信者ならそれでなければなりません。 皆さんもご存じ、ユダヤ教の聖典、「旧約聖書」にははっき

りそのことが書かれています。 旧約聖書・列王記伝上７章２３節「そこで彼は鋳物で海を作った。 その縁か

ら向こうの縁までは１０キュウピトで、周囲は円形、高さは５キュウピト、その廻りを測るには３０キュウピト

の縄を必要とした。」と。 これから読みとれる円周率は、紛れもない３．００だからです。 文科省には、ユ

ダヤ教の方が頑張って居られるのでしょうかね。 信教の自由は憲法で保証されていますが、教育に宗教の教義

をコポッとはめ込むのはどうでしょうかね。 

というのはこれ以外の円周率の歴史には、３というのは大昔から世界中に現れたことがない文化なのです。 日

本の小学校の教科にだけ 近コポッと現れた特殊な文化なのです。 本当に大丈夫なのでしょうね。 先ず円周

率の歴史を振り返ってみましょうね。 

円周率だけでなく、数学の問題と解が現れた世界で も古いとされるリンド・パピルス（又の名をアーメス・パ

ピルス BC4000-3000 頃）には直径から円の面積を求める例題が残っており、逆算すれば、円周率にどんな

数字が当時使われた円周率だったか判る。 円の面積を求めるには「差渡しの距離からその９分の１を減じ、そ

の残りを２乗せよ」から円周率を逆算すると、ナンデカ、３．１６０４９・・・と言う数字がえられる。 何処

から９分の１という数字が得られたかは未だに判らない。 又麦ビールが存在したとされるシュメール文化では

３では足らず、少なくとも８分の１を足さねばならぬとされた、つまり、３．１２５以上が法定範囲だったよう

です。 この頃のヘブライ（ＢＣ２０００頃）では２２／７つまり３．１４２８・・・と決めたようです。 

ぐっと時代ががキリスト生誕に近づいたＢＣ２００年代、ギリシャのアルキメデスは近代まで同じ技法で計算さ

れた、圓に内接する正多角形と圓に外接する正多角形に挟んで絞っていく方法で、正９６角形に挟んで

3+(10/71)<円周率＜3+(1/7)で、小数点以下２桁まで、即ち、３．１４までを確定している。 

この方法から敷衍して中国では、５世紀に、既に祖 沖之(429-500)が、 も近い分数として 355/113 を提

案している。 現在８桁電卓に円周率を置数するときに極めて便利な分数として名高い小数点以下７桁目が２違

いだけのヨーロッパではメデイウス(1527-1607)の分数といわれるモノだが、残念ながら祖沖之の方が１００

０年も早く算出している。 メデイウスと同年代の、オランダのルドルフ(1540-1610)は、同じく同年代のヴ

ィエタ(1540-1603)が 6x2^16 乗正多角形で小数点以下１０桁まで、ロマヌス(1561-1615)が６ｘ２＾２

４乗正多角形で少数１５桁を計算したのを尻目に生涯を賭けて、6x2^62 乗正多角形計算で少数３５桁までを算

出発表し度肝を抜いた。 中国人で算盤の出来る者を多く雇って計算を手伝わせたらしいがその詳細ソフトは判

っていない。 オランダ・ドイツでは今日でも円周率は、ルドルフ数と呼ばれている。 

日本では、飛鳥・白鳳には既に大工匠頭の家伝秘法の大木丸太からどれだけの角材が削り出せるかの曲尺が存在

した。 円周を考えなければピタゴラスの定理だが、木を切り倒してからでは取り返しの着かない大昔、木の周

囲を測って、何尺角の柱が得られるか判らなければならなっかったのです。 法隆寺建立には既にその時奉納さ

れた曲尺が少なくとも 3 個、残っていて、後年試されたがそれらから推定逆算された円周率はそれぞれ、3.15、

３．１４．３．１６であったと数学者矢野健太郎さんが書いて居られる。 比較的正確なのは作図法であって数

字を口伝したモノではないことによる。 この曲尺は中国から伝わった原型を模写したモノらしいから中国では

既に３５５／１１３が秘伝・奥義として唐や随の代にこれら官職の間で口伝秘法として伝わっていた可能性も無

しとしない。 日本では糸車付の墨壺とこの曲尺が、大工の父子相伝の家宝で伝わり、円周率が一人歩きする必

要は千年を超えてなかったモノと思われる。 

江戸時代になって、和算絵馬がはやり、和算が弄ばれるようになって、和算天才・関孝和が 2^17 乗正多角形で、

少数１３桁までを計算している。 矢野健太郎氏によれば、師の師小倉先生は、１６２２年毛利重能「割り算書」

に円周率としては、3.16 を挙げているが、根拠は示されて居ず、又 1663 年に村松茂清の「算俎」に初めて

３．１４が現れているがこれも計算根拠は示されず出典も記されて居ないと指摘されたよし。 小倉先生の岩波

新書の「日本の数学」は既に２０年以上も前に絶版されており、残念ながら調べられませんでした。 更に関塾

の出の蒲田俊清は晩年まで掛かって、正２^44 乗多角形を用いて、少数第２５桁まで求めているそうである。 

その後ヨーロッパでは、三角関数の見直しが非常に盛んになって、そこへニュートン開発の微分・積分の考え方

から、三角関数の級数展開が盛んに考えられ、１８世紀の逆三角関数の級数展開が進み、この手法を用いた円周

率の級数展開が公式化されるともう後は計算の根気比べ。 先般話題になった次世代コンピューターによる 1 兆

桁計算もこの級数展開公式によるモノのようです。 
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前回、小学校では円周率は３乃至およそ３と教えるようになった様です、と書きました。 これが本当だと、リ

ンドパピルス以前にタイムスリップです。それで、近所の先生の卵の学生さんにお願いして調べて貰いました。 

その答えは、「学習指導要領」によれば、「円周率はおよそ３．１４と教え、計算などの「必要に応じて３を用

いる」」と言う不可解な文字が見えるよし。 で色々考えてみたのですが、実際問題、少数２桁の答えが必要な

ケースがどれほどあるのか考えてみると、確かに３で計算できることの妥当性がないわけでもなさそうだと言う

ことになってきました。 文章として読むと計算が雑になってしまっておいおいという事になるかと思ったので

したが、意外や意外、円周率はおよそ３．１４であれば結構で、計算の殆どは３で計算して、答えにおよそを付

ければ少数１桁までなら心配はないんですねえ。 恐れ入りました。 つまり BC2000 頃のシュメール以前に

タイムスリップして、発泡酒でない麦ビールを飲め-る、そして、円周率は 3+(1/7)としたらいいと言うことの

ようです。 計算に少数位が必要なければ殆ど３で計算し少数位２桁が必要なら３．１４使ったらいいと言う事

です。 

ただこのことを調べていただいた序でに先生卵君、昨年末、文部科学省が発表した学力テストの結果にあった、

円周率の定義である「円周の長さは円の直径の何倍か」という問いに、円周率を習ったばかりの小学５年生で正

しく答えられたのは僅かに３分の１というデーターであったそうで。 円周率とは何かも判らないのに、「必要

に応じて３を用いる」事は不可能でしょう。 と彼はこちらを心配して落ち込んでいました。 

いずれにしても悩みは尽きず、且つ深いようです。（この稿終） 

パピイのフランス話：野菜 de フランス 

近の NHK は割と平気でウソを言うので困る。まあ脳梗塞したのであんまり腹が立たなくなったので大抵は許

して置くが、むかしの NHK に比べると、アナウンサーの発音も、単語理解も、知らなさ過ぎも、レベルダウン

だね。 金取ってない民放に金取ってなんぼが負けているように思えてならない。 金が取れる番組にしようと

云う意気込みあるんかい？と言いたい時がある。 いちいち爪の先ほどのことに目くじら立てとうはない。 だ

からこそ、ちゃんと勉強し、ちゃんとダブるチェックをして貰いたいモノだ。 少々のことならどうせ聴取料は

銀行引き落としこっちのモノ、では困り末世絵！。 

先日も先日とて、お昼のご飯を、休み休み食べながら、聞いていると、一寸待った、云いたいかも知れないがそ

れは休み休み云った方がいいぞと言う事をかなり古株の女アナウンサーが云い、山形訛りの外人が相づちうって

いた。 そうだそうだ思い出した。富里市の農家で、彼女もゴンボ堀していた。 富里市は、成田空港に勤務す

る人の大半が此処の新興住宅地に移り住んで、人口が急増した、学校も幾つもできた市とか云っていた。 その

辺は適当に云うてたらええ。 問題はゴンボの話。 根のモノは大抵極寒の冬が美味しい。 水中の根っこも、

クワイにしろレンコンにしろ２月。 彼女のおみ足風の大根も寒風吹きさらして甘みを増す。 牛蒡もそうだ。 

フランスには牛蒡が２月に出てきてきんぴら牛蒡したら腰が抜けて大失敗だったなあ。 と昔を懐かしんだ途端、

アナウンサーがなんと云ったと思います？ 「日本と中国の極一部だけしか食べる習慣のない牛蒡、、、フラン

ス料理にも当然出てきません、、、」止して頂戴ね。 何年フランスで生活して云って居るの？ スーパーにも

出てきますよ、黒い皮の大根が出て、近年白い日本の三浦大根形の一寸小振りの大根も出るようになった２月、

大抵のスーパーに牛蒡が出る。 期間は短い。 ヒト入荷くらい。 しかし後の一年間探せば必ずビン詰めの牛

蒡がスーパーの棚にある。 それも山形外人が云う木の根っこかと思って歯が軋む程格闘しなくても良いくたく

たふにゃふにゃにやになる牛蒡が。 そのアナウンサーによると、 近は富里の牛蒡は改良種で、皮むきや灰汁

抜きなどは必要がないと云っていましたが、私が住み込んだ１８年前の２月のフランスの牛蒡は既に、熱湯３分

でくたくた、インスタントラーメンの麺並みでしたよ。 3 月に日本から社員が団体で来るので、フランス飯は

見るのもいや人種のために、フランス牛蒡のきんぴら牛蒡は歯ごたえないから、アメリカでも好評のきんぴら牛

蒡にした。 山形外人はアメリカではきんぴら牛蒡はないと云ったが、私はオハイオ州に住んだとき、田舎の町

の日本人会が月に一回日本食を楽しむ土曜日のためにきんぴら牛蒡を作って、毎回作ってと云われました。 此

処で、家庭で、きんぴら牛蒡を作るためには、当時、カナダのオタワにあった「大友」さんという東洋食品の店

で色々買い込む序でに牛蒡も掘り出して貰って買ってくるのだそうでした。 あのきんぴら牛蒡の何とも言えぬ

シャキシャキ感は、日本古来の牛蒡でこそのモノで、お湯でほとびるインスタントラーメン的牛蒡では幻滅でし

かありません。 同じ菊科の、タンポポの根に指名代打させます。 山牛蒡と云われて漬け物には重宝されるモ

リアザミの根は、あるところまでは硬すぎ、そしてある瞬間ベタッと腰が抜ける代物で、きんぴら牛蒡には全く

向きません。あれは味噌漬け用のモノです。 

フランスのスーパーや八百屋の売り方で、日本から行ったご婦人は、慌てます。 菠薐草の葉は一本一本バラバ

ラの葉が、山積みされていて、自分で欲しいだけ掴んで、紙袋に入れて買うのです。 どうせ、腸の短すぎる彼

らには菠薐草はくたくたに茹でて、しゃもじで引っかき回してペースト状にして食べるのですから。 文化の違

いって奴ですわ。 文化の違いは他に名前の入れ替わりもあります。 あなたがもし、アメリカか日本から、フ

ランスに転勤したとしましょう。 ３月。 アメリカや日本で、チコリと言った一寸苦味ばしった何かの芽状の
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紡錘形の黄みがかった白い野菜が、フランスではアンデイヴです。 チコリに相当するシコリ・フリゼはリーフ

レタスと水菜の合いも子のような葉菜で、一株毎に売られます。 アメリカや日本ではこれがエンダイヴですね。 

全くこの二つが入れ替わった名前で呼ばれます。 何時何故、入れ替わったのか判らないようですね。 尋ねて

もいずれも昔から！って答えますよ。 不思議ですね。 

パリに住んだり稀にパリに出てスーパーへ入ったりすると日本の方ですかと呼び止められ、ゴマは何処で売って

居ますかと聞かれます。 売っていないんじゃない。と決めつけるヒトも居ます。 このアナウンサーはひょっ

とかするとその手かも。 いえいえ、これでもかという程も買えますよ。 スーパーを出てエピッサリーと言う

スパイス屋へ入ります。 「開けゴマ！」どれだけ要りますか？とサラダボウル程から始まりますよ。 サラダ

ボウルいっぱい胡麻買ってどうする？ もっと小さいの、いえいえもっとずっとずっと小さいの。 と言葉探す

くらいなら手で示しなさいっての。 この時ばかりはボデイ・ラングエッジなの。 少量買うときは入れ物持っ

ていくの。 その辺にある入れ物に入れてくれたからサービスだろうって。 だからお前さん甘いってんだよ。 

入れ物代の方が大抵高いんだよ。 「ハイ中身１５フランと、それに容器が安くしといて６０フランだね。」な

んて事になる。 日本では空になったら直ぐ捨てる癖、フランスに住むと２年で直ります。 日本はアメリカの

使い捨て文明に完全に毒されています。 「資源は有限・智恵は無限」と言うほどでもないが、エピッサリへは

空になったビンを持っていけば、サラダボウルのお世話になることもなく必要な量だけバッチリ買えるのでした。

も合理的売買です。 

一寸変わっているのはネギです。 日本のネギ、韓国のパ、中国の葱（ツアン）、いずれも円柱状の丸葉葱です

が、フランスのポアロウは茎の極根本だけが円柱状、直ぐ平葉が開いて出る。 白い部分５糎かな。 関東から

外へ出て住んだことがない人は喰う所ガないぞ！！って叫ぶわ。 白い所から青い所まで、蒸し器で蒸して、く

たくたにして食べる。 人呼んで「貧乏人のアスパラガス」と言う。 彼らは上にも云ったが、腸が短い。 消

化のいい肉ばかりでは糞詰まりを起こす。 メッチャ苦しいモノらしい。 これを予防するには、金持ちはアス

パラガスを一日おきに食べる。 毎日昼の野菜添えは菠薐草ペーストにする、週２位はアリコベールがいいのだ

が、貧乏人はアスパラには手が届かない。 葱で我慢するというわけ。 普通のスーパーにはピーマンは見あた

らない。 色付いたパプリカはある。 日曜日にも開店している郊外の道路沿いの八百屋に行くとあることがあ

る。 これらはクリスチャンでない人々の経営になる八百屋。 宗教も違えば食文化も異なる。 それに青いう

ちに実を採れば次次実が生り、コストは１／４くらい、香りもいいとこの人達は云う。 フランス人はこの青臭

い匂いは苦手、だから、色ついて匂いが抜けた高いパプリカしか食べられない。 日本の小学生並み。 

フランスには洞窟が多い、壁画で名高いラスコウとか、はその一つに過ぎない。 そこいらじゅうにある。 殆

どの洞穴ではキノコの栽培がされている。 クロマニオン人の昔から人間は蜂蜜と、キノコと貝は食べていた。 

キノコの乾いた粉で一杯だった洞窟も数多く見つかったモノらしい。 この乾いたキノコの粉は、火打ち石で火

をおこすとき火の粉を炎に育てる役をしたらしい。 この時代の人間はキノコの有毒無毒を充分弁別できるよう

に良く知っていたらしい。 これらの穴では、今もキノコの栽培が盛ん。 シャンピニオン・ドウ・パリ味も匂

いも素っ気もカロリーもない。 生でそのまま食べる。 何も付けない。 自然の味があると云うが。 何か味

が欲しいが、醤油はあわない。 そのせいでもないだろうが、シャンピニオンドウパリは生産過剰気味で、値崩

れ起こしやすく、栽培利益が得にくくなり名前を忘れたが、舞茸に似た形で秋口には黄色を帯びるキノコが栽培

されるようになった。 自然にも秋には取れ、但し色が黄色もオレンジも鮮やかで、ひょっとして毒ではないか

という感じがする。 その他ノルマンデイーでは６種くらいのキノコが秋にはマーケットに並びました。 いず

れも野生の採取したモノとのこと、誰が無毒と保証できるのか、破れ傘に近いモノもあり心配でした。 松茸や

椎茸のようなのはありません、アフリカ、アルジェリアには９月下旬頃、松茸そっくりのキノコが松林などに生

えるそうです。 松と言っても裸子松、松ぼっくり型でなくいわゆる松の実型の松らしいですが、形はそっくり

ですが、味も素っ気も匂いもないのだそうです。 赤松から育てて赤松林を作りこのキノコを栽培したら松茸に

ならないか、住み込んで研究している親子があるとか。 

同じ穴の中でも、岩洞では出来ないらしいのがアスパラで、日本で、ウド栽培するような地下洞や横穴式に掘り

抜いた穴の中に牧草の蒸れたのを深く埋めて、ドンドン灰のような砂で埋めていって、あのでかいが柔らかいシ

ャトウ・ブリヨンなどを栽培するようです。 キノコよりは余程栽培手間が掛かるようです。 水温もかなり重

要な要素とのことでした。 栽培する土地も限られ簡単にはいいアスパラを育てるというわけには行かないそう

です。 上記以外のモ日本のモノと殆ど変わりません。 あちらにあって、こちらにない、というモノもありま

せんし人参も日本で三寸人参と言うのが主流です。 大体フランスは農業国で自給自足ですが、季節によって不

足分をジャガイモはドイツから玉葱、トマト、葱はイタリアから、胡瓜はレバノンから、苺西瓜はスペインから、

手当しているようです。 

昔の雑誌から：科学スポットライト 

（子供の科学：昭和８年６月号６９０頁）（７０年前） 
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◇エヴェレスト探検の成功： 

人類の接近を峻拒して、そそり立つ世界の屋根海抜２萬９千フィートのエヴェレスト山も遂に今回イギリスのヒ

ューストン探検隊によって其の全貌を明らかにされるに至った。 ヒューストン探検隊は去る４月３日午前８時

２5 分、バーニアの根拠地を 2 台の飛行機で出発し深さ 3 マイルの靄を突破してエヴェレスト山頂に達し、３

萬フィートの高空より此の秘峰や及びこれを取り巻くK2峰やカンチェンジュンガ等の素晴らしい観測に成功し

た。 そして活動写真や赤外線写真でもって、此の人類未知の境域を全部写し取ったから、これらの秘境が世界

の人々前にあばき出されるのも間もないことであろう。 

◇アクロン号の墜落： 

アメリカ海軍が誇る世界 大の飛行船アクロン号は、去月四日ニュージャーシー州バーネット沖合２０海里の地

点を航行中に大暴風雨に遭遇し、烈風と雷雨のために墜落海中に没してしまった。 乗員七十七名中救助された

のは僅か三名、他は全部巨船と運命を共にした。 同船は、１９３１年８月８日に竣工した物で、船体の全長２

３０メートル、 大直径４５メートル、高さ４８メートル、発動機は八台各 580 馬力、総馬力４６４０馬力、

時速９０キロ、 大速度１３４キロ／時、一気に１６８００キロを飛ぶことが出来、飛行機の母船にもなるとい

う恐るべき威力を持っていた物である。 

◇メーコン号の完成： 

オハイオ州のアクロンのグッドイヤー・ツエッペリン会社に於いて建造中のアメリカ海軍の硬式飛行船メーコン

号が、このほど完成されて、１１時間の処女飛行を行った。 同船は去月海中に没落したアクロン号の姉妹船と

して建造された物で、其の威力はアクロン号よりはるかに勝っていると言われている。 アクロン号の惨事があ

ってより僅か半月にして此の完成である 2 船の雄姿も今は夢と消えた。 アメリカの憾みは大きい。 

◇二つに折れる自動車： 

オランダに二つに折れ曲がることが出来る風変わりな自動車が出来た。 見かけは余り上等でないが、急カーブ

の所でも首を折って自由に曲がって行く事が出来るので交通上も至極安全だそうである。 第１号はバスで、乗

客は５０人。 [氷室註：現代のトレーラートラックのトレーラーを外してエンジン部を外したボンネットバス

に乗せ変えたような写真がでています。トレーラバスとでも言うべきか。写真略] 

◇電気大砲で石油を採る： 

有名な石油の産地カリフォルニア州には 早不用になった石油井戸が沢山あるが、色々研究した結果これを復活

させることに大成功した。 即ち、３重にも４重にもなっている鋼鉄の管を地下何千尺の所まで突き刺してそこ

から弾丸を四方へ射出してみるのである。 勿論弾丸は非常に硬い物でこれに恐ろしい力を与えて打ち出すので

ある。 此の方法で、１９２９年来涸れて出なくなっていた井戸の底に突き刺して試してみたところ地下２千４

００フィートのところで、４回射出したところ石油が湧きだしてきた。 ８５回目には一日に平均１バーレルの

石油をくみ取ることが出来た。 弾丸を打ち出すには特別の電気装置がしてあって、人力では到底掘ることが出

来ないような深いところへは今後此の方法が用いられるだろう。 実験者は、１萬フィートまでは此の方法が出

来ると言っている。 

◇大風車で電気を起こす： 

風の力を 大限に利用して電力を起こす風車をベンドマンというドイツ人技師が考案した。 この風車は同心円

の軌道の上に乗っていて、いずれの方向から吹いてくる風でもりようして巧みに受ける仕組みになっている。 

軌道の直径２６０フィート風車の高さは６００フィートという巨大な物である。 

◇温度の塔： 

この夏開かれるワシントンの大博覧会では、２８フィートの大寒暖計の塔を設けてその日その日の温度を数万の

入場者に一目でわからせようと言う計画がある。 塔の中央に水銀を表すネオンライトの大円柱があって度盛り

がしてある。 そして温度の高下に従って、ネオンライトが上がったり下がったりする。 

◇薄紙で出来た X 線管： 

薄紙で出来た X 線管はガラスのそれよりも強いことが証明された。 マサチュウセッツ州のラヴンドヒルで造ら

れた１千万ヴォルトの発電機でこの二つのＸ線管試したところ、紙の X 線管は３０萬ボルトの電圧に耐えたがガ

ラスの物は、この程度以上になるとパンクしてしまった。 この紙製の X 線管は長さ４フィートの円筒状の物で

あった。 尚このｘ線管の表面にはインデイアインクが螺旋状に蒔かれていて、これが電圧の抵抗に役立ったと

いう。 

◇長岡将軍逝く： 

我が航空界の恩人陸軍中将長岡外史将軍は四月二十一日午後９時逝去した。 享年７６。 将軍は飛行機のこと

で生涯を終始した人で、永らく帝国飛行協会の副会長や飛行クラブの理事長として働き、我が国民間飛行のため

に貢献したことは非常なモノであった。 又高田師団長時代に我が国に初めてスキーを輸入して広めた、スキー
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の恩人でもあった。 尚将軍の髭は有名なモノで髭の将軍の異名もあった。 今後も将軍の益々の活躍努力を待

つこと多々あるときの突然の逝去は惜しまれている。 
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パピーニュウス第 70 号（2003 年 3 月 15 日号） 

パピイの昔噺：日本全国鉄道敷設の槌音高く「其の１：九州篇」 

「佐賀-鳥栖間の工事終わる：（明治２４年６月２４日九州日々）」 

九鉄、鳥栖-佐賀間の工事、鳥栖・佐賀間１１哩余の九鉄工事は本月末までに竣工予定なりしも、春日、高瀬工

事の検査として、原口技師出張ありしにつき、今度是非ともその検査をうけんと、担当技師野辺地氏が自ら草鞋

を穿ちて、技手・工夫を督励し昼夜兼業にて取り急ぎたるを以て、工事にわかに捗り、一昨日神崎に於いて連接

する事となりたるよし。 もっとも該線路は沼沢を埋め立てたる所多くして地盤堅固ならざるにより数十回機関

車の運転を試みたる上にあらざれば受験の場合に至るまじとあり。 

「春日-高瀬間汽車の旅、窓外に田原坂（明治２４年６月３０日九州日々）」 

春日、高瀬間の汽車の栞 昨日といい今日と暮らして飛鳥川 げに流れて早きは月日なり。 開けて駐まざるは物

質文明の現象なり。吾人が久しく待ち構えたる九州鉄道は、先日来既に昼夜の別なく盛んに隆々汽笛の声を漏ら

し、我が熊本市民の耳朶を衝きて到り明７月１日には予報の如くいよいよ開通式を挙行して、営業を始める事と

はなれり。 吾人は耳目の責任を有するを以て、此処にこの１時間７里行程の案内をモノして我が読者の便に供

せんに、春日 池田の両停車場は過日来既にしばしば報道したる如くなれば略しぬ。 荻迫即ち植木の停車場は

植木町を距るおよそ７合ばかりの所にあり場内極めて狭隘なり。 既成の建築はただ切符売捌所の 1 棟のみ、他

に 2 棟の瓦葺きと 1 棟の草葺きとは目下建設中にてこれはいずれも乗客の待合に充つべきものなるべしと思わ

る。 植木の西端より萩迫の間に新道を開くの必要ありて、その噂はあれども未だ実際着手の運びに到らざりし

は遺憾と謂いつべし。 木葉町に１つの停車場を設うくるの説ありて、建設課の設計既に結了しおれども運輸課

の見込みは運輸頻繁ならざる今日これを設うくるも、計算上引き合うまじとの事なれば、将来はともかく先ず当

分見合わすことならんと言えば汽車開通の便は先ず熊本、高瀬間に在ることなるべく、植木町を北行して山本郡

那智の開鑿切割は高さおよそ１００尺にしてこの間中の難工事たり。 人力を費やしたること少々にあらず。 

春日村よりこれに到るは終始小登りにて、勾配は八十分の１なればもとより頗る緩慢なる方なり。 この辺りす

べて山を穿ち谷を埋めたるものにて線路の地位はなはだ高ければ、電信柱は遥か眼下に見下ろすことを得べく漸

く進みて有名なる田原坂に到れば、樹林の肩に襟勲の碑認むべく、また波璃窓外遥かに木葉山を右に望めば近山

の峯ランこれに剣し、翠黛これに滴らんと欲するの趣あり。 (氷室註==李白・杜甫の漢詩からの引用熟語多く

ワープロにない字が多いので以下略します。) 春日-高瀬間の九鉄開通の仮運転式には、例の如く、諸官が、諸

会社その他数多の紳士紳商等に向かって、招待状を発する予定の由なるが、当日の来賓は午前六時、一同春日停

車場より乗車せしめ、高瀬駅を経て九時博多停車場まで運転し、福博地方の賓客を乗せて正午高瀬停車場に下り、

同所に於いて賓客一同に午餐酒肴を饗し終わりて、春日停車場に帰向するとの事なり。((後略)) 

「第六区開通式の様子（明治２４年７月２日 九州日々)」 

九州鉄道第六区開通式の概況、同開通式は予定の如く昨日を以て執行したり。 同日は前日来の降雨にて天気如

何と懸念せしが、幸いに一天かき曇りしだけにて、降雨なかりしかば、熊本停車場前の雑踏言わん方なく新橋以

前停車場までは両側に球燈を吊し、梅花支店、熊本商工青年会、佐賀振業社その他より寄付せしアーチは雨余い

っそうの新翠を呈し、停車場の近傍の貨物問屋等、競って、旭旗、紅灯、短旗等を縦横に吊りかざし、午前十一

時頃より土木会社、吉田組より餅投げをなせしかば、群衆の人々我を先に争い取る様すさまじき有様にて、土地

泥濘のために美服を汚せし婦人方もありし波気の毒の至りなりし。 十二時前即ち来賓の式場に臨む折から、万

日山下から藤門弥一氏列寄付の花火を打ち上げ構内へ出来せし仮屋にては春日村有志の寄付せし相撲を始め午

後は手踊りなどありてこれまた非常の喝采を博したり。（後略） 

「長崎線開設は中止（明治２４年１１月 20 日朝野新聞)」 

九州鉄道会社社長高橋新吉氏は去る１３日の夜長崎市参事会及び市会議員の招待に応じて、九州鉄道の方針につ

きその意見を陳述したるが、氏は目下金融停滞、株金募集の困難なるより、ひとまず長崎線路を敷設せざる事に

決定せる旨を断言せり。 且つ氏一個の意見としては、私設鉄道買い上げの議、議会を通過したる上は、九州鉄

道は買い上げに応ずるこそ九州地方人民の利益なれとの意を開陳せりという。 

パピイの昔噺：牛乳 

「純良品供給のため東京乳牛倶楽部設立（明治２１年５月１５日 毎日）」 

東京乳牛倶楽部 前田留吉、小野寺太三郎、福原有信、雨宮綾太郎諸氏を始め、その他４－５名有力家の発起に

て、医師樫村清徳、松山棟庵、安藤正胤、高松凌雲、吉村文次、加藤時次郎、鈴木万次郎その他数十名と協議し、

今度設立する同倶楽部は、市街に遠隔なる広褐の地に養牛場を設け、健康なる乳牛を飼養し化学者をして一々乳

汁を検査し、滋養に富めるものを世人の需要に供するの目的にて、資本金は十万円としこれを五千株に分かち、

１株２０円宛、さし向き払い込みは本年中に半額１０円とし、他の半額は、事業の拡張によりて、払い込むはず

なり。その創立事務所は、当分京橋区八官町１番地香雪堂に置くという。 
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爺怪説：問題の本質３：円周率は３でいいか？東大入試出題 

驚きました。 「冗談半分で書いて居られたのでしょうが、、、」と言う書き出しで、一読者という方から、お

手紙を戴きました。 要約しますと、丁度私が原稿を書いた頃、天下の東大の今年の入学試験の数学（理系）の

出題（第６問）で「円周率が３．０５より大きいことを証明せよ」と言うのがあったそうです。 いやあーまい

った、参った成田さん。 ホントに偶然なんでしょうか？ この稿を読まれた方々は何とか解を求められそうで

しょうね。 、、、より大きいことを、ですから、アルキメデスの方法の内の、圓に内接する正多角形の辺周を

求める手法で、２＾１0 乗以上角形の辺周を求めれば、3.05 よりは充分大きくなるでしょうが、不等方程式を

解けば正 12 角形以上の多角形計算だそうです。 又アルキメデスのような３．１４を得たいなら正５７角形以

上の正多角形計算のようです。 それにしても、ビックリするようないいタイミングで、爺怪説していたんです

ねえ。 そんなのがひょっとかすると東大の入試問題に出たりして、、、なんて書かなくて良かったでした。 「東

大入試問題インターネットで漏洩か？」なんて騒ぎになったりして。 ーーー良かった良かった。 

このことから察するに少なくともこの東大の数学の先生は、円周率は 3 でいいとする教育には反対、少なくとも

四捨五入しても３．０にはならない３．０５以上はあるよと、この春東大理系を受験した人には主張させてみた

かったのかも知れません。 正解率が知りたいモノですね。 東大でなくても、数学専攻でなくても理工学系志

望の人たちには円周率の歴史くらいは関心を持って貰いたい、そんな気がするこの頃です。 この出題は私はも

ろ手を挙げて賛成したいですね。 

因みに、私どもが、旧制中学の初年生の頃、円周率を沢山桁覚える競争がありました。 私は、少数７桁で止め

ました。 どうも記憶力は自信がなく、歴史の年号記憶は全くの苦手でしたから。 で、中国の何とか氏の３５

５／１１３の分数を覚えるのがやっとでした。結局この頃の計算は７０何桁までされていましたが後から４３桁

以下が間違っていたと判ったりでした。 覚えた皆さんご苦労さんと言ったことで。 数字を苦労して７０桁を

覚えるより、どう計算するかを検証する方に廻りたい、を逃げ口上に使っておりました。 しかし後から思うと、

意外にその方が問題の本質により近いことの選択だったのでした。 

爺怪説：ボラと言えるか？ 

ボラにはへそがある。 この魚は、出世魚と言われ、幼魚から、「わかし」「にさい」「イナ」「ボラ」「トド」

と出世すると子供の時に、ボラのへそをコリコリ云わせて算盤玉の形のへそを賞味しながら習ったモノでした。 

後にトドになる、即ち、これが「トドの詰まり」と云われる所以だと。 

この間から立会川でも汐留め川でも、神田川でも、NHK でも民放でも、ボラボラと云うが、川鵜がついばんで

いるのを見ると体長１０ｃｍから１５ｃｍ、水中では魚同士しか比べられないからそうかボラがねえ、と思って

いたがとんでもない、にさいかイナに漸くなったばかりじゃないか。 とてもボラの大きさじゃない。 ウソ云

ううんじゃねえと言いたい。 あれじゃ第一、へそが未だ一人前の算盤玉の大きさじゃない、コリコリ云わない、

不味いからやだ。 やっぱりトドになる寸前のボラのへそが上手い。 醤油と味醂で煮染めて、へそは私のモノ

と予約して、煮染めて貰って、食べたいモノだ。味醂も関東系でなく、関西系の「朝日影」など上品なマジの味

のモノがいい、化学調味料の濃い味は要らない。 ボラのへその味が死ぬ。 雷様も、昔はへそを出して寝てい

る人間の子供のへそを、「夕立影」とか云う味醂で、煮染めて、のどをゴロゴロ鳴らして食べたんだろうなあ。 

昔ある時、お月さんを連れてお日様が旅に出た。 ゴロゴロうるさい雷さんがついてきた。 泊まりを重ねて、

日光と言うところへ来た。 又一緒に宿を取った。 雷は、雷名物のこの地に来て子供のへそにありついた。 久

しぶりと食べ過ぎて眠くなった。 翌朝、雷が目が覚めたら、お日様とお月様は、既に宿を朝発ちした後だった。 

雷さんは、慌てず騒がず「うん、世上にも云う、・・月日の経つのは早いモノ・・と。ではワシは夕立にしよう」

と、又ゴロリと音を立てて横になったそうです。 

「トド」の詰まり、「ボラ」も「イナ」も判らぬ不粋なアナウンサーにはこんな話は判るまい、青「にさい」メ

は未だ「わかし」か。 因みにわかしはほぼ淡水で育ち、にさい・イナは汽水域で育つ。 ボラになる頃海水が

しっかり干満で混ざってくる河口の干満域タイダルゾーン辺に出ていく。 トドは海岸の海水域にいる。 出世

と共になわばりも広げるのだろう。 

雷のついでに： 

夏になると、雷一家も忙しい。 あちらでもゴロゴロ、、、こちらでもゴロゴロ、いつも雲の上で優雅な生活と

は限らない、実に忙しく落ちる。落ちるのが雷の仕事だという人もいる。 

今日も今日とて、暑い夏の日であった。 雲がわき上がり、雷は立ち上がり、夕立の準備、しかし今年の夏は下

界で遊びが過ぎて、虎の皮のふんどしに火熨斗を当てる銭子もない。 一寸ひるんだ隙に、雲間から、またまた
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転がり落ちて、今度は大きな門の軒先で酷く身体を打って息もできないでのた打ち廻っていた。  すると横丁

から、お店の小僧さんだヒョコヒョコ出てくると、ひっくり返っている大きな雷さんに手を掛けるとヒョイと起

こした。 その手際の鮮やかなこと。 

これを筋向かいから眺めていた、駒形の麦トロ屋の主人、感に堪えたように合点して曰く「さすがに、あそこは

雷門、小僧さんも手慣れて鮮やか。 上手いモノだわ、家業は雷おこし屋だものな！小僧さんまで手慣れたもの

だ。」 
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パピーニュウス第 71 号（2003 年 3 月 29 日号） 

西堀流真空管語録１：「ソラ・ソラ・おしゃか！」に誰がした？ 

西堀栄三郎生誕１００年。南極に行っても、全国講演行脚しても京都弁と関西アクセントの抜けない山男、旧制

高校魂を失わない、岩に寄りかかってその昔の「デイアボロの唄」が似合うオッサンでした。 

♪ 岩に凭れて物凄い人が、、、鉄砲片手にシカと抱いて、、、」 

若い人々には通じませんかね。じゃあ、 

♪ 雪よ岩よ吾等が宿り俺たちゃ町には住めないからに、、、」の作詞者は？ 

作曲は問うまい、西部劇「荒野の決闘」主題歌「オーマイダーリン、クレメンタイン」の替え歌。 主題歌だけ

に主題を急ごう。 

戦前戦中戦後の真空管全盛時代に、泣く子もだまる、マルにマツダのマツダ真空管、東芝の真空管研究室の異才、

西堀栄三郎氏の真空管開発について、私がご本人から聞いた、打ち明け話の一端を、後世の為に書き残しておき

たい。 このデイアボロ氏の生誕１００年記念にもなろうかと思う次第である。 

巷間この人の開発に拘わる真空管として、功罪ともにひときわ名高いのはカタカナ名前の「ソラ」という真空管

であろう。 アメリカのメタル管 6SK7：６ＳＨ７：6AC7 に対抗して、日本の軍用管にもガラス球にブリキ

のカバーを付けた、RH-2：RH-4：RH-8：などが作られていた。 戦局奮わず本土空襲も始まって、物資欠

乏して、多種類の真空管を作ろうにも工場も材料も限られる騒ぎになって、少なくとも、空軍機には無線が必要、

その為の共通仕様の真空管を作ろうと謂うことを軍部が急ぎ、FM2A05A とソラが浮上した。 

ソラの特徴は、電源電池が寿命に近づいて電圧が、下がっても真空管の電子エミッションが続くように、フィラ

メント電圧が、５ボルト以下から充電直後の１２．６ボルトまで、追従できてしかも断線しないフィラメントカ

ソードを西堀さんが提案したのである。 

そのカソードフィラメントは二重構造で、断線しにくく、その上に低温でも電子エミッションの出安いアルカリ

土属酸化物に特殊な稀土類を鼻薬的にドープしただけの物で何とか材料は間に合っていたそうである。 所が、

東芝の研究室や研究所の工作室製のテスト用は軍の研究所で全数厳しい検査に合格したのに、７月になって、軍

部から厳しいお達しで、某焼け残り工場で生産を始めたソラが、全数働かない旨の咎めで、１０日以内に対策し

ないと軍への全部品の納入を差し止めるその場合一切の代金支払いにも応じない、と言う厳しい物であったそう

な。 

軍の要請に応えて軍発行の列車乗車券を持って現地工場へ行った係員から長距離電話が掛かってきたが、蚊の鳴

くような声で、内容が把握できない。 口笛モールスと耳のいい者が代わって、やっとやりとりして判ったのは、

どうやら、ゲッターが、マグネシウムが間に合わず、亜鉛ゲッターが使われているというのであったそうな。 

更に軍に電話局に命令して貰って、翌日地声でかすかな声で、会話したところ、もう外から見ただけで、ゲッタ

ーは全量酸化亜鉛になって、管内に散乱し天瓜粉だらけの電極が見え、逆さにしてとんとん手のひらで叩くと白

い粉と灰色の粉が、トップドームにどっと落ちてくると謂うのである。 真空ポンプが貧弱で、油拡散ポンプも

うまく働いておらず、真空度を上げているのは燃焼した亜鉛ゲッターと反応した消費酸素分だけと判るお粗末さ。 

これでは真空管とは言えず、勿論折角の稀土類ドープフィラメントも亜鉛が触媒毒とあって働かず、、このこと

を報告書に纏めて、翌日軍の調達司令部に乗り込んだそうな。 しかし肝心の部長はおらず、若い副官が応対し

「そうか、、そうか、、、しかし我が国危急存亡の時、理屈とヘチマはいらん、はちまきと大和魂を持ってすべ

ての理屈を打破すべきの時である。 マグネシウムは既に尽きた。 亜鉛で代用すべきであると軍需省の書類に

ある。 貴様は軍需省を愚弄する気か？」と気色ばんだだけという。 

終戦後、ソラのジャンク品どころかストック解放新品も始めから働かないと不評であった。 「ソラ・ソラおし

ゃか！」とはやされた。 おそらくマツダ真空管の中で、カン・マツでないマツダ独特のマークでのっけから働

かなかったマツダの真空管はこの手のソラだけではなかったか。 西堀氏のこのお話で、丸っと納得がいった。 

軍部は、開発者で、責任担当の東芝には一言の断りもなく、ゲッターをマグネシウムから、亜鉛に切り替えて知

らん顔し責任だけを東芝に押しつけてきた、「無理編にゴジラと書くキチガイじみた集団だった」と謂うのが西

堀語録にある。 

この噺には一寸だけ微笑ましいしかし悲しい後日談があったようだ。 終戦後落ち着きを取り戻した頃、京大・

三高合同山岳会の OB 会が催されたとき、一瞬あれ？どなたはんだっしゃろと思う顔に出あったという。 宴た
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けなわに、耳元で、先輩、覚えていやはりまっか？と声がしたので、振り向くとその顔がそこにあったという。 

そして思い出した！その大和魂で、、、軍需省を愚弄云々を！その副官が今そこにいた。 「先輩と判っていま

してん。 戦争とはどないもなりまへんですよって、、、」と。 しかし程なく「薬石効なく」の訃報が届いた

という。 終戦後若い人を襲った結核の犠牲だったという。 世の中は儚く悲しい。 まして戦争は空しいと。 

西堀流真空管語録２：ガラスは固溶液体・・・電気分解が起きる！ 

何が怖いって？落語なら「饅頭怖い」でんなあ。 しかし、真空管で、ほんまに起こってほしう無かったことが

起きタンやさかいに、ガクッと来まして、ガラスに対する信頼を一時無くしてましたんや。 

RCA から超短波用のエーコンチューブのアイテムライセンスを買ったときのことだという。 アメリカとの外

交交渉は風雲急を告げ、ライセンス受け渡しは何が何でも国交断絶までに、全部終わりたいのに、、、と謂うの

に。 当然エーコンチューブと謂えども、真空管ステムのコバール線をプレスする部分は、鉛ガラスと思って居

た所、じゃあやってみなさいと謂う返事。 うまく成形でき仕上がりも美麗だが、何故かプレート電圧 DC２５

０ｖを掛けての実用試験で何日という単位で、超短波特性ががっくり低下してしまう。 何でだろうと皆首をひ

ねるが判らない。 「早くしないと俺は次の船で帰ってしまうぞ」と、技師の方が焦れた。 エーコン球を抜き

取って、脚の廻りのガラスを鉛筆の先で指した。 何となく黒ずんで見える。 促進試験にと思いＤＣ４５０ボ

ルトを掛けた物で続けた。 判った。 カソードの脚のプレート向いた側に黒い物が析出して、そこからプレー

トの脚までが段々黒ずんでくるのだった。 分析室に分析を依頼したら、分析をするまでもない、直流を掛けま

したね、電気分解で鉛が析出したのですよ、と平然と言われてしまい驚いたのだそうです。 次にもっと愕然と

したことに研究室の中でも、真空管の長寿命テストをしている者は既に先刻承知で、ステムの線間に黒い物だけ

でなく時には金属光沢を持つ物が見えることさえあり、金属冶金を習って来た者は鉛は。 電気精錬では珪弗化

鉛を電解して得ると教科書に出ていますからガラスも珪酸塩ですから直流高圧では電気分解が起こっても不思

議はないと思っていましたなどと小賢しいことを聞かせる始末。 やむなく、ガラス工場に命じて、石英ガラス

で、エーコン管が作れるか、コバール線がプレスできるか実験を命じたという。 これを聞くと来日技師は見ろ！

っとばかり合点して、次の便船を予約帰国したという。 しかし、それは容易な技術ではなかったという。 エ

ーコン管の不良率は実にこの脚の廻りのガス抜けが主因であったようだ。 一寸ソケットが硬いだけで、直ぐガ

ス抜けした。 本格的、ボタンステム技術が成功するのは、戦後ＧＴ管やミニチュア管の大量生産技術に待たね

ばならなかったという。 「工業技術は、雑学の天下とも言う」が、西堀さんの語録にある。 難しい理論より

身近な雑学を応用できる形でそこら辺に広げて置けと言う。 

此処に西堀氏の貴重な反省もある。 若い頃だから、この時の小賢しい珪弗化鉛の電気分解、と思ったが、そう

思うから、先輩に恥は掻かせまいと知っていても教えてくれなくなってしまう。 聞くは一時の恥知らぬは末代

の恥、雑学を身につけるには大いに先輩に恥を掻かせてくれと言う姿勢が大事という。 
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パピーニュウス第 72 号（2003 年 4 月 11 日号） 

パピーの中東話：中東の河の流れに 

サダム・フセインは、dead or alive ? アメリカの、地中１６ｍまでねじり込んでから爆発する地下構築物用の

普通爆弾の空爆によって、某有名レストランの地下の政府要人の屯する箇所が空爆され、ピン・ポイントからは

逃げたとしても地下構築物内の酸素が消費されて、御陀仏した可能性はあります。 アメリカにとって彼の死活

は問題でなく、要するに国営テレビに出てきて、この国を牛耳って、世話を焼かなきゃそれでいいようです。 

有史以前の人類の文化の黎明は、地上の４大河川の流域に芽生えたとされています。 その中でも、このチグリ

ス・ユウフラテスの２河に潤された此処メソポタミヤ平原には地上では一番古くから人類文化が醸し出されたこ

とになっています。 なんでだろう・なんでだろう・・・・・・はいいとしましょう。 私は黄河上流のような

気がしますが。 そりゃあ、母なるナイルの下流だという人もいれば、うんにゃ、わしゃ、絶対、ガンジス川の

流域に間違いないという坊さんも多いですわな。 会社会社の方針という奴です。 

電脳とプレフィックスが付く前の、手書きパピー・ニュウスの第一号は、１３年前、湾岸戦争が始まって、フラ

ンス国営企業との合弁社でのプロジェクト契約は終了しながら、本社が爆弾テロで、やられ、足止めを喰って、

親の死に目にもあえず、かといって、仕事にも身は入らず、ノルマンデイにそれこそ沈香も焚かず屁も放らずし

ていたときに書き始めたモノでした。 合弁社のフランス側社長（貴族の８男坊）も、詩人を気取って詩集の制

作にうつつを抜かしていました。 だから、俺もいいというわけでは決してありませんが、１2 名の方々にお送

りしたと思います。 郵便料金は自前だったので、0.707 の縮小を掛けたコッピーでお送りしましたが、日本

人には理解しがたい中東の考え方、コーランの教えの来歴、ベドウイン兵士の戦闘精神などを解説して置いたか

と思います。 

掻い摘んで申しますと、コーランか、シからずんば剣か！と言われるコーラン、あの熱砂と砂嵐の砂漠地方で、

人種の種を温存するための、サバイバル術のノウハウの集大成の聖典なのです。 否応はありません。 ヘリコ

プターも予防注射もない時代、これを守って、よからぬは排除しなければ生き残れないからです。 砂漠と砂嵐、

ご覧になったでしょ？ ギリギリの人間どころか生物としての限界の話です。 後に、そこからよって来る、

中東を理解するためには、とパリで複数のフランス人から聞かされた話をご紹介させて戴きました。 それは確

かこんな話ではなかったかと思います。 

中東の春の小川はサラサラナガルってモンじゃない、遥か遠い山の雪解け水が、流れ集まり、半端じゃない水量

の固まりになって、飛沫を噛んで、流れ下る。 それをじっと見つめ、背中の方にも敵は居ないかと伸びをして

見張る一匹の蛙。 何とか向こう岸の原っぱへ渡りたいとかんがえる蛙。 ふと気が付くと、自分の背後に、一

番イヤな中東的な生き物がのそりと現れた。 頭ってモノが全くない造りのこの生き物を誰が付けたかさそりと

いう。 その尻尾に備わった必殺の毒針を誇示するかのように、頭上に振り翳し丸で、機関銃を付けた米軍の砂

漠用軍用ジープのように砂漠を這い蹲って縦横無尽に這い回る、いけ好かない毒針ゴキブリのような奴、サソリ

（蠍）。 イヤな奴がイヤな時に来やがったと思うが、今更カエルところもない蛙。 偶然の出会いとはいえ此

奴との出会いは厳しい。 

と、足早に近づいてきた蠍が蛙の前に廻って話しかけようとするが蛙は前を見るより振りカエル方が見やすいの

でクルリと回ろうとする。 いわゆる見カエル。 蠍は居丈高に蛙に訊く。 君の背に乗せて此の河を渡らせろ

と。 蛙答えて「とんでもないやい。 おとなしく背中に乗っている蠍なんて一匹も居ない、必ずチクリとやる、

それが蠍の習性だってだから小父さんはあの蠍を見つけ次第退治してやるのだとその先の黄柳にいるフクロウ

小父さんが言ってたぜ！ 冗談じゃないぜ！ お断りだ。」「そうか、フクロウの奴、そんな余計なこと言って、

俺様の渡河の邪魔をしやがるのか。 怪しからん。 ではお前に命令する、俺様を運べ。 お前の目は背中が見

えるようだから俺様がもし針で刺しそうになったら、ドブンと水に潜ってよろしい。 そうすればお前は逃げら

れるし俺は水に溺れるだろう。 それでどうだ？」「もしそれでもイヤだと言ったらあ？」「今此処で即刻チク

リのお仕置きだぞ。」「と言うことは、問答無用、何が何でも貴殿を向こう岸まで運べと強制するわけね。 じ

ゃしょうがない早く背中に乗りなさい」「こらもっと平身低頭しないか」。 とモゾモゾ背中に乗ってきた。 蛙

は蠍を落っことさないように這い蹲って、河岸にいたり、泳ぎ始めた。 河の流れは速い、此の分では向こう岸

に着くのは何時の日だろう、ともかくそれまでは此奴に刺されることはない、それまでの命を楽しもうと心に決

めて、ゆっくり泳いでいた。 背中の蠍は向こうの草原に行けばもっと太った蛙は五万と居るが、背中から見る

と此のやせ蛙も不味くはなさそうだ、此奴を喰ってしまったところで、代わりの蛙は又そこら辺にウヨウヨいる

のだから、と自分が蛙の背中で河の中にいることも忘れて妙なことを考えて夢中だった。 やがて河の中程の浅

瀬にさしかかった。 浅瀬にはさざ波が立つ。 蠍は振り落とされまいと、必死で、ツルツルの蛙の背中に掴ま

ろうとした。 得意の針で。 蛙は畜生、ヤリやがったな、此の馬鹿メガ！と声にならない声を出した、消えて

いく意識の中で「蠍の毒も結構甘美なモノだな」と、、、そこは中東だった。 （蠍ジャナイ！終） 
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西堀流真空管語録３：ソラ働きますわな！ 

JAIG のアクテイヴ・メンバーから、「ソラ・ソラ、おしゃか！」読んだけど５０年前、ジャンク屋のソラ、私

のはよう働きましたよ、と言うメール。 ハイ、外見何でもない逆さに振っても、白や灰色の粉がドバーと落ち

て来ないソラはソラ、大丈夫なんです。  ６．３ｖでも１２．６ｖでも働いた筈なんです。 RH-2 並みに。 う

まく行けば１２．６ｖでは RH-4 並みに。これが、ソラの真価だったというわけです。 何が何でも１２．６v

必要な球ではなかったようで、自己発振起こすようならヒーター電圧は、４．５ｖまでの適当なところに下げる

ように注意書きがあった由です。 

真空管ジャンク屋に当時勤めた経験者としては、ソラと、FM2A05A はなるべく避けて通りました。 

RH-2/4/6/8 シリーズは数字が信用ならず、でした。 6AC7 並みの gm が 6000-8000 を期待できる戦中

の日本真空管では住友真空管製トップグリッド型 ST 管 UZ ソケットの、読んで名の通りの MC-658A と言う

内部シールド型の球でした。 相互コンダクタンス（ＭＣ）が 6.5mili-mho/8mili-mho の規格の中にきちんと。 

なるほど MC-658、ヒーター電流が、標準の 300mA でなく４割り増し以上の４２０mA 以上になっていまし

た。 これが A サフィックス。 で ＭＣ－６５８A で、自作受信機には 6AC7 よりプレート・グリッド回路

間のシールドがしやすく、お薦めの球でした。 

ついでに言っておきますと、去年の１２月号 CQ ハムラジオや、ＭＪの１１月号でしたかに、ST 管を使ったラ

ジオや、ラジオ付き管球アンプの記事の写真に、金網で ST 管を寸胴の胴巻きにしただけの猿真似シールドケー

スが見られますが、これらは外部と真空管のシールドにはなっているでしょうが肝心の真空管の胴にあるプレー

ト電極と、コントロールグリッドからトップグリッドにに引き出す管内線のシールドにはゼーンゼン注意が払わ

れていないのは噴飯物です。 懐中電灯を消すのに黒い布で全体を覆うのと変わりありません。 昔の穴あきの

３つの部分に割れるシールドケース、マクロに見ると寸胴のアルミの筒に見えますがどうしてどうして。 頭の

上のキャップの填める所、二つ目の長い筒は真空管の肩押さえのように内側にゆる丸く曲げ込まれているのは、

あのアルミの貴重な時代なのに伊達や酔狂でなく、真空管管内胴体プレート電極とトップグリッドを区切るクラ

ウンシールドのお盆のようなシールドと、ガラスの厚さを介して管外で、このシールドケースの曲げ込みとをほ

ぼ連続させて、シールドして、プレート電極と、グリッド引出線回路をシールドしているのでした。 此処をシ

ールドしないで、何のシールドケースでしょうか？ 笑ってしまう。 仏作って魂入れず、猿真似でした。 こ

のお盆の外の真空管の細くなった部分にまで当たるように、正ちゃん帽のように金網を絞れば何とかなるでしょ

うに。 

ついでの蛇足が鶴足ほども長くなりましたが、真空管には幾つも泣き所があるのでした。 これもその一例なら、

語録１の亜鉛を簡単にマグネシウムの代わりにゲッターに使って貰いたくない、合金の微妙な特性と亜鉛蒸気の

浸透合金特性もそのホンの一例に過ぎず、奥は底知れないほど深いようでした。 

上記の住友真空管が、戦後、日本電気、更に新日本電気となった頃、今や世界一ほどの真空管製造技術を残すほ

どになったスヴェトラナなどのソ連が此処の真空管技術を導入ソ連国産化が図られましたが、始めは猿真似製造、

手抜きをどうやって防ぐか技術の戦いだったようです。 当時ソ連邦はスターリン主義のまっただ中。 スター

リン主義はとは、知らしめずよらしむベシ、一地方社会主義国で、一つの商品がすべて完成できない工夫が凝ら

されていた。 例えば、ウクライナの穀倉地帯、肥料は、遠くバルト海沿岸諸国製であった。 入れるドンゴロ

スの袋はキルギス製、畑を耕す耕耘機は白ろしや製だが燃料タンクと、タイヤーはバルト海沿岸国製、サイロの

煉瓦はシベリヤだが、トタン板はモルタヴィア製、と言った案配。 果たして、ウラルの西麓で、真空管工場が

成り立つのか、請け負った新日本電気は話が進み実現する段になって、益々困惑した。 真空管は、プラントが

出来て、マジな原料が、材料がちゃんと整えば工場・機械が動いて動いて生産出来るのだが、この「マジな」原

材料が問題。 「ちゃんと整う」が問題。 「ちゃんと動く」が問題。 たった３っが足並みをそろえない。 始

め１０年は、直ぐ２つがへたった。 次の十年は一つが直ぐへたった。 ２０年目頃、ニッケルプレートがおか

しくなり供給が絶たれた。 ソ連製の陽極材としては使えない硬いニッケル板を輸入して代わりに新日本電気ウ

ラルが希望する規格のニッケル薄板をソ連に輸出する話から、更に、小規模のニッケル精錬所を真空管工場の中

に作りたいという話まで、西堀さんの所に来て、冗談じゃない、金属精錬は、三井なら三井金属、新日本電気さ

んなら特にニッケルに詳しい住友金属さんでしょうと、ソ連通の専門貿易社に断ったという。 ３０年以上経過

して、スターリン主義が薄らいで、漸く、真空管の時代が凋落に向かう頃色々いい真空管が開発され、軍用に使

われたようだったという。 例えば、冷陰極整流管や冷陰極検波管。 熱擾乱雑音を原理的に発しない、半導体

に付き物のホワイトノイズが全くない優れ物。 ミグ２１が函館に亡命してきたとき、ソ連は未だ軍用に真空管

機器を使っていると笑った人は大いに反省すべきと言うしろものが此処では作られていたのであった。 

この冷陰極整流管の方は、第二次大戦直後のアメリカやカナダの軍用規格に見られたとのことだが、それが検波

に使える可能性は、殆どゼロの原理の物だったそうな。 それが、日本人が日本の技術で、作った工場でアメリ
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カでも日本でも作ったことの無かった新型の優れ物の真空管を作って、ミグが積んで里帰りをしたらしいのであ

りました。 

西堀流は、「そんなことは原理的にない」事以外は何でもアリの世の中なのです。 ミグが真空管機器を積んで

いたら、その意味を徹底的に探らなければならないのです。 はは、未だに真空管でっかいな、遅れてまんな、

ではあきめへんのんですわ。 どこかにきっと、勉強になるところがおまんのんや。 手ぶらでかえらはったら

ごっつう損しやはりまっせえ。 と言うわけ。 たとえば、冷陰極検波管って、もしメタル管だとしたら、外装

と、陰極が一体で 外部で、内部にはひょっとして、途中に空間電荷格子があるかも知れないが、その中心部に

は線状もしくは棒状の電子集荷陽極が設置される、通常の真空管とは発想が逆の電極配置になるだろうと言うの

が、西堀流第一感着想でした。 電子放射密度から言って、これが一番無理がないと。 あんじょう働きまっせ、

とのことでありました。 既にどなたかが試作されておるやも知れませんが。 

爺怪説：大河ドラマ武蔵でお通が笛を自演する！ 

大河ドラマ武蔵（原作：吉川英治「宮本武蔵」戦前の作）ご覧になっていますか？ 見ていたが、今様が多すぎ

るのではぐれた、まあそうおっしゃいますな、平均的日本人は今そうでないと理解できないのです。 ゲーム感

覚入りで無いとね。 しかし一寸変わったことがこのドラマで始めて行われることになり、先週土曜日、お通を

演じる本人から発表がありました。 第１５回のお通から、横笛はつたないながら自分で吹くことになりました、

と。 NHK はもとより、TV ドラマで、出演者が自分で横笛を吹く例は、これまでになかったことだそうです。 

米倉涼子本人がインタビューで答えて、横笛は音を出すまでが難しいが、フルートを前に吹いたことがあるので、

今回この為に大分練習しました、と、あのドラマに出てきたプロの誰かが滝の場面で吹いた、「お通のテーマ」

を昂がりながらも見事に披露していました。 

大河小説家吉川英治が、武骨い武蔵を小説に仕立てるに当たって、巌流島をフィナーレのクライマックスに始め

から置いて、そうして筋書きをあらかた作ってみて、そこに女性を色々ちりばめていったと思われる。 歴史上

に、記録に現れ、武蔵と或いは交渉やかいごうがあった可能性が考えられる女性は必ずしも多くはない。 しか

らば、これを面白い読み物にして進ぜよう、と逆手にとって、可能性のある当時の有名なにょしょうを要所要所

に配置したそうである。 そして 後に武蔵の性格に一本筋を通す意味で、幼なじみの女性を見え隠れに配置す

ることで、この小説に活力と息吹を与えたと言えるでしょう。 終的に、では、武蔵とお通を繋ぐ赤い糸に代

わる糸は？ そこで、はたと膝を打って、これだ、これしかないと決めたのが、お通が母から賜った、形見とも

言う様に肌身離さず携えることにさせた横笛であった。 これで、お通は言うに及ばず、武蔵のキャラクターに

も赤い血が通う小説になったといえよう。 全編を通して息つく暇もないあの飽きさせない小説に色を添えたの

が、儚いお通と互いに抱く淡い恋心、そして笛の音であった。 私は、大叔父一家が空襲で焼け出されて我が家

に来たときに田舎に大事に疎開していたというこの全何巻だったか忘れたがそれを終戦の虚脱の中で、暑さとひ

もじさを忘れるために 3 日３晩読みふけったのでした。 兄に言わせると、呆けたようになって、家族に課され

た配給のコウリャンを一升瓶に入れて木の棒を突っ込んで黙々と搗いていても手を休めては、武蔵の本に読みふ

けったり、居眠りしたり、随分とノルマをサボっていたらしい。 塩味だけの稗・粟・コウリャン粥に僅かばか

りのすいとんを浮かべた３食は、この吉川英治の大作を頭に入れるには丁度時代も合って、格好だったように思

う。 兎に角この本を見るときは一升瓶に棒突っ込んで何かを搗きながら、ひもじさを忘れて読み継いだ記憶と

一緒に思い出すのです。 その中にあって、お通の笛の場面が遮暗い黄昏時に読んでいたりしたら、何ともセン

チメンタルで、直ぐ裏のお寺の森の向こうから笛の音でも優雅に聞こえてきそうだったりしたモノで腹の減った

事などはどうでも良かった。 

吉川英治氏は、さすがであり、お通が笛の名手であったとは書いていない。 ただいつも、武蔵の心の中に深く

届くことをこいねがって一所懸命に吹いたであろうことを偲ばせている。 或いは好きこそモノの上手なれ、で

結構もの悲しさを表現した里笛だったかも知れない。 そうだとすれば、誰が米倉涼子に自演で笛を吹いてご覧

と決めたか知らないが、結構これは、大河ドラマの快挙かも知れない。 プロが吹けばプロなりに、その場の情

感を込めて、吹けるには違いないだろうが、ひょっとかすれば、原作者吉川英治氏の想いは武骨な武蔵には、素

人っぽいが懸命の想いが籠もった方の笛の音も一興と言うことだったかも知れない。 

兎に角既に３月１３日第１５回目の分の収録は終わっているでしょう。 興味ある方は是非ご覧あれ。 
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パピーニュウス第 73 号（2003 年 4 月 26 日号） 

西堀流真空管語録４：素人の早とちり・玄人の錯覚 

氷室註－－このシリーズでは主として、QA/QC 受講者を対象とする、西堀栄三郎氏の、講演行脚の途中の車内

での講演準備の際の雑談などの間にやりとりされた、貴重なエピソードを拾い上げてみております。 講演の中

にそのまま現れた物とそうでなく、若干異なる表現でご講演では話された物もあることをお断りしておきます。 

メッキ設備や、電気精錬の電解糟などでも似た現象が見られますが、アノードを両側でフレキシ・バスで、バス・

バーへ繋いでいたりすると、同じ電位同士の接続であるにも拘わらず一方のフレキに電流が偏流してアノードの

片焼けを引き起こし、ひいてはメッキが著しく均質を欠く結果に陥ったりしますが、ビーム管や、稀には五極管

でも、プレートやスクリングリッドの片焼け現象を起こすことがあります。 ビーム形成電極や、スクリーン・

グリッドは、いずれも共通の電極支柱にそれぞれ繋がれ支えられて対称形で且つ対称配置接続されているにも拘

わらずに、です。支柱の脚への接続はスポット溶接接続の位置が違ったりしますが同じ脚に接続されます。 

此処で問題です。 真空管の電極設計は、プロの範疇ですが、メッキのバス・バーから先の、アノードまでのケ

ーブル接続やフレキ・バス接続は、素人が目にすることもあり、メッキの仕上がりが均質を欠けば偉いさんが口

を挟む余地が生じます。 アノードの片焼けしておるぞ、片側の締め付けボルトが色が変わるほども熱持ってい

るジャナイか、あっち側のケーブルが足りないからジャナイか熱持つからには。 直ぐもう２本ほどもケーブル

を足しなさい、ってなことになる。 現場で偉いさんの仰いますことは金科玉条。 しからばとケーブルを足す

と、、、ありゃりゃ、もっとしっかり片焼ける。 プロから見れば当然の帰結。 キルヒホフの定理にもあるジ

ャナイか。 同電位を繋ぐのに抵抗が低いから電流が偏流して居るのに電流の多い方へ更にケーブルを繋いで、

抵抗を減らしておるのですからもっとそちらに偏流するようになりますわな。 偉いさんの言わはることやら聞

かずハイハイとほっときプロにまかさはったらよろしい。 焼けている方のケーブル減らし焼けてない方に廻し

たらよろしがな。 此の解決策が変に見える内は電気の素人、と言うわけです。 12BY7 と言う 6AG7 より

もｇｍの高い gm＝11000-12000 マイクロ mho と言う球が作られましたが、各社一斉にプレートスクリー

ンの片焼け問題に悩んだ様です。 現在の 12BY7A ではほぼ解決しているようです。 同様に、５０メガまで

使える小型送信管として重宝された 2E26 も始めは、片焼けの多い球でした。 現在でもその傾向がある球で

す。 此のジャンク球は殆どが片焼けおしゃかです。 スクリーン電圧を欲張らないで控えめに使って下さい。 

８０７級をボタンステムＧＴにして好感を持たれた 6146 も同じ運命を歩きました。 片焼けでフルに使えな

い憾みがありました。 これを直したのが 6146B です。 こちらはバランス良く直っています。 これがプロ

の技というモノでしょう。 これを真似した s-2001 は２００１年までは持ちませんでした。 後継管として

設計されたＳ－２００２は２００２年になっても現れませんでした（6146B 級のコンパクトロン管化）。 玄

人の錯覚で問題が解決できなかったようです。 素人の早とちりは、プロが見ればたやすい解決だが、玄人の錯

覚はプロも同じ錯覚に填りやすく、なかなか狢の穴から這い出せないことがあるらしい。 虫眼鏡で見るだけで

なく、少し離れて、お茶でも呑んでいた方がいいかも、と。 昔からの教えにも、下手な考え休むに如かず、と。 

第一次南極越冬隊長を買って出た西堀隊長は、一番心配だったのが、国産の鉄鋼材で未知の南極のブリザードの

極寒の中で本当にテスト通りの抗張力を発揮してくれるのだろうか、別に更なる安全係数を見ておかないと行け

ないのではないか悩んだそうです。 当時自動車用深絞鋼鈑は国産化出来ず、100%輸入に頼らざるを得ない状

態でしたから誰も胸を叩いて保証できたりその言い分を鵜呑みに出来たりは出来ませんでした。 果たせるかな、

越冬に入ってブリザードがやってきて一晩中基地の合板木造建家のタイロッドが、猛烈な合板木材の軋み音と別

に、チチチ、、、チチチと泣き出したときはホントに泣き出したい想いで、隊員達と一緒にまんじりともせずに

夜を過ごし、ブリザードの収まるのを待って、皆睡眠不足なのに、命令して、タイロッドの増し締め作業をさせ

たのだそうです。 睡眠不足の儘食事を取らせて満腹感で眠らせると必ず食欲不振を起こし、益々睡眠不足-食

欲不振の悪循環に陥る可能性があり、疲労困憊で、風呂なりシャワーを浴びて、寝るようにさせていたが、それ

でもブリザードが来るのが頻繁で、隊員一同大いに此の合板建家やタイロッドの軋み音の凄まじさには悩まされ

たらしい。 

此の報告が、極低温用高抗張力鋼の開発を急がせた筈なのだが結果的には自動車深絞り用鋼鈑の国産化に先に役

立って、軋みは建家の設計自身を根本的に見直して変えて抜本的に音の出ない、ブリザードが来ても安眠出来る

建家にする事で、解決していったということです。 設計上ではそれがブリザードの中で軋むかどうかは予測で

きない時代から、何が何でも予測してブリザードの中でも安眠出来ますと保証して貰わなければ採用しない時代

に突入してしまったというのです。 これが南極越冬器材についての品質保証の事始めだったという話です。 

爺怪説：予測理論と不測の事態 
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昨年度の文化勲章受章者、どんな方だったか覚えていらっしゃいますか？ たとえば、予測理論の東大名誉教授、

近藤次郎さん。 ご自分の予測理論は、ご自分のことは当たらないと仰言った。 八卦見や手相見の占い師も自

分の卦が見えれば今頃八卦などは見ていないと言うのに同じ。 「思いがけず」文化勲章を貰われたようです。 

これが予測理論の実体だ、現状だと云ってしまえば身も蓋もないのですが。 

予測と言うこと、明日のことは判らないし明日は明日の風が吹く、と言うが、ただ判っているのは明日は今日の

次に必ずやってくる日であって、身近なモノだし、近未来も、未来も、その積み重ねであろうことに変わりがな

い、とすれば、身近はそれなりに遠のくが、推計学や OR の手法に情報解析を組み入れ演繹してのデーターを有

効活用することによって、かなりの精度で、予測することが可能になってきたようです。 

自分のことは当たらない、、、の大部分は情報解析に際して、欲得が入ってきて、そのデータの取り扱いに私情

が入ってしまうことによるらしいが、原始データーから他人に取らせたらじゃあたとえば、近藤名誉教授が、２

００２年の文化勲章受章が他人が予測出来たのは何年前だったか、と言うことも研究しておく必要があるらしい。 

小柴さんのノーベル賞受賞は、廻りの人の間では、５年ほど前から５年後くらいにはきっとと言っていた人が随

分居たらしい。 これはデーターと言うより寧ろ、ニュートリノ天文学へのその検出方法が、水際だって見えて

いたからに他ならないでしょう。 廻りの人々の欲得とは言わない期待勘が言い当てさせたモノでしょう。 

今はどっちが有名でしょうか、数学者？大道芸人？と言えば、ピーター・フランクルさんですが、数学の、いろ

んな事態や場合への応用に素晴らしい才能を発揮されて居るようです。 １５年ほど前まではフランスに居られ

ました。 実に幅広く、且つ自在にいろんなことに数学を填め込んでいくあのフレキシビリテイーにはただ驚嘆

の他はありません。 そうかと思うと、教育テレビの番組で、日本語を流暢に駆使して、実に子供達にわかりや

すい論法で、算数や数理の解説をしている。 私も子供の頃こんな先生にこんな方法で算数を習ったら、もう少

し真面目に数学に取り組めたのにもっと身近に数学を置いて置けたのに、、、と思いました。 大昔の日本では

学者は、子供や素人を決して近づけなかった。 今もその気風が残っているように思う。 なのに、大道芸人よ

ろしく、巧みな論法で、子供達を算数の虜にしてしまう。 身近に置いてしまう。 来日して、４－５年目にも

う雑誌の要望に応えて、漢字交じりの日本語で、コラムをもたれた。 ハンガリーへ住み込んで 4-5 年で、何

でも好きなことでいいからハンガリー語で雑誌に毎号書いてくれないかと言われて、出来る日本人が何人居るだ

ろうか？ 「数学のことでしたら、、、」とやってのけたこの人の脳味噌は半端じゃない。 大道芸でジャグリ

ングを手玉に取り、数学を手玉に取り、日本語をも手玉に取りと言えば表現は悪いが、そのくらい軽々と脳味噌

を効率よく回転速く、色々なことに使い捲っているという風に見える。 桁違いですわ。 

此の手の、フランス人の桁違い脳味噌、いわゆる若いエリート日本研究者が５人、５年以上日本に住み込んで調

査研究予測し、１９９0 年に２１世紀の日本の未来を、これはフランス語で発表している。 日本の雑誌の２１

世紀予測特集号に日本語で、１９９1 年の春に紹介されているからお読みになった方も多いことかと思うが、採

録しておく。 

それによると日本の、政治制度や、社会制度は２０１５年までは大きくは変わらない、と言うか変えられまい。 

ただ少子化は景気に関係なく進み、外国人の流入が戦争のあるなしに関わりなく漸増するだろう。 日本に於け

る、日本人と流入外国人の発言力は個人あたりでは圧倒的に日本人が口数が少ないので、外国人種の発言力が伸

びて行くことになる。 早ければ２０１５年遅くても２０１８年頃までには発言力の大きさが匹敵しそうになる

だろう、こうなると日本国では済まされなくなり、共和国制が云々されることになるだろう。 それまでの４半

世紀が日本の正念場となるだろう、政治は硬直化し諸税は増税の一途となり民心は政治を離れ、社会不安は増し、

道徳は乱れ、景気は低迷、アジア生産力に席巻されかねない。 これが前出の外国人定住者の発言力をヨイショ

する事になって、次の４半世紀中には好むと好まざるに拘わらず、日本共和国に移行し、大統領選挙制となる。 

韓国に後れをとること約一世紀。 漸く、道徳の復活、町をゴミの山から救おう、と言う運動が始まるだろう。 

此の国は間違いなく墜ちるところまで墜ちないと立ち直れない。 指導者が次々一層日和見であって改まる筋が

見えない。 

日本の雑誌の紹介では大分粉がまぶしてあった。 予測理論による日本の将来は間違いなく共和制による雑種民

族国家になってやっと立ち直りの兆しを見せるのだとの紹介は省いては居なかったが。 去る３月１０日東大安

田講堂で行われた近藤次郎名誉教授の講演では、まだまだ近未来でも「不測の事態」で予測が正反対ほども外れ

ることはあるそうだから、今の日本は不測の事態を宛にするシカまともな国にはなれないのかも。 どうする、

お歴々。近藤名誉教授にもお聞きしてみたいモノです。 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達 

「英雄嘗て野にいでて、歴史を飾る尾張野や、、、」と米語詩人ヨネ・ノグチ（野口米次郎：彫刻家イサム・ノ

グチの父）によって謳われた尾張野に現れかなり偶像化された男は、太閤にまで上り詰めても尚、サルと陰口を

きかれた秀吉ではないだろうか？ コキ使った部下共に論功行賞領地を迫られ、六十余州では足りぬと、検地を
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厳しくしても尚足りず、フンナモン、海の向こうにぎょうさんあるぎゃあも！、、と自分ではよう行かず小西行

長に命じて隣国を侵略しに行ったが、虎と冬の寒さに、尻尾を巻いて帰りそうになると、蛮勇男の加藤清正をや

って虎は何とか退治したが、冬は寒いという小西には、鷹の爪のピリカラ唐辛子を大量に持たせただけであった。 

現在、韓国で、大量消費＊）されている唐辛子は、この時小西軍が、かの地の人たちに教えたモノなのだそうで

す。 そういう小細工に長けたケチな男であったようです。 

その少年時代の話はあとから作られたモノのようですが、まんざら真っ赤なウソ（ハングル語でもセッパルカン、

コウジンマル「ホントに真っ赤なウソ話」と言う）ばかりでもなく当たっているようだが、 近異な事も調べて

判り始めている。 

市制施行５０年を済ませた津島市のホーム頁にもあるように、織田信長がはい刀と木瓜紋を贈って信心した程の

津島神社の神官家の一つ、堀田家の古文書に、サルと呼ばれた小器用だが時々大言壮語する少年が奉公していた

時期があることが判り、落語の「垂乳根」じゃないが、我が母３３歳の折、或る夜日輪の腹に入るを夢見て身ご

もり、十月十日の月満ちて元旦に生まれた我は、、、と、朋輩に言っては威張っていたという。 差配に注意さ

れた折りに、俺は大望を抱く身と、堀田家を辞したあと、暫くして針売りとして一丁前に売り込みに訪れた旨の

記載もあるとか。 

一方、私の旧制中学・新制高校を通じての級友で、銀行員として定年後も努めながら、尾張野に於ける蜂須賀小

六の行動伝承を克明に追っている男が居る。 現在地方のミニコミ紙に連載中だが、彼によれば、蜂須賀小六と

日吉丸が矢作川の橋の上で、遭ったというのは完全に作り話。 当時矢作川の橋は氾濫で壊されて、掛け替えの

ため数十年という長年に亘り取り外されていたというのである。 しかし、針売りをしていたとすれば、日がな

一日宵にまで、針の売り込みに、この尾張野を隅から隅まで歩き回っていたであろうから、何処かで、野武士・

群盗のたぐいの小六グループとも尾張野の北のはずれあたりでやり合っていないとは限らない、と言うことだそ

うだ。 そして、大言壮語して織田が斉藤を攻めることがあれば、よろしく、俺が金はないが知恵を貸す、お前

は子分と力を貸せ位は言った可能性はあるだろうと指摘する。 そしてそれは間もなく現実となったのだった。 

織田の西征にこの二人が組みしたのは可成りの力だったようだ。 

余談だが、蜂須賀の地名もあった美和町に、篠田という森も残っていて、此処も、葛の葉の狐伝説があった所。 

惜しむらくは、深草の少将を誑かしたが、不覚にも狐と正体を見せてしまった葛の葉ははっきり地名を歌に残し

ているので紛れはない。 

「恋しくば  訪ね来て見よ  和泉なる  篠田の森の  うらみ葛の葉」 

残念ながらこちらの篠田の森にはコーンのであります。 

人間の体内時計は個人差が大きく、 近の学説では、人間に必要な睡眠時間は、個人によって、４時間ぐらいか

ら１１時間ぐらいのカイ二乗分布を示している由で、有名人で分布フリンジにいたのは、相対性原理は夢の中で

見たアインシュタインの１１時間と、発明王トーマスエヂソンの４時間という。 エヂソンの弟子共は４時間寝

ると必ずエジソンに叩き起こされたという。 徳川家康が１０時間組で、信長・秀吉は４時間組だったらしい。 

加藤清正は、ナポレオン並みの３時間で気性が激しかったとのことです。 清正公モこの地の生まれで、少年時

代、野武士の群を追うのに井戸に隠れて、天狗の面を着け、急に飛び出して驚かせて追い払ったという天狗の面

が、津島市に残って伝えられています。 昔は毎年秋に清正公様祭りと言って、この面を被って練り歩くお祭り

がありました。こういう伝承がドンドン消えていくのは寂しいことです。 

＊）赤唐辛子の韓国への輸出国： 香港：中国：ベトナム：台湾：マレーシア：等。 
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パピーニュウス第 74 号（2003 年 5 月 3 日号） 

西堀流真空管語録（５）：他人のせんことをせな！ 

私が化学屋という真空管の門外漢であるにも拘わらず、結構西堀さんの話し相手を務めているので、不思議に思

われたのでしょう。 ある日急に、あなたは一体何処で真空管やラジオのことを勉強しやはったんですか？と聞

かれました。 かくしてもしょうがないことですから、正直に真空管のジャンク屋にバイトしたこともあり、そ

の時に、同年輩の早稲田の学生も勤めて居て彼が戦前の分厚い綴込み式の大井脩三著のラジオ技術講義録を持っ

ていたので、借りて読んだのが纏まっての勉強では 初ですと答えました。 話は戦後直ぐのジャンク真空管の

話になり、当然の帰結として、「カン・マツ」の話になりますわな。 

「カン・マツ」はこの時期の正体不明のジャンク真空管の値段を吊り上げて、ジャンク屋が稼ぐ究極のアイデア

でした。 真空管の変なマークはきれいに消して襤褸切れで、息を吹きかけながらガラスを磨き上げ、タコ坊主

印刷ゴム球を使って、真空管のガラス曲面をモノともせず、白ペンキで、マツダのマークを印刷した球を言いま

す。 これを神田で印刷したので神田で出来たマツダということの略称カン・マツと呼びました。 実に沢山の

カン・マツが売られ、全国的に偽のマツダということが次第にばれていきました。 誰が始めた方法なのか、こ

のカン・マツか、本物マツダか判定する簡単な方法が開発されて知る人は知る見分け方が現れました。 カン・

マツと思われるマークを麻やジュートで、こすって白ペンを完全に落とし、木綿のハンカチできれいきれいして、

ハアーッと息を吹きかけます。 偽物は何も見えませんが、本物のマツダなら乾いてきれいきれいされたガラス

面には何も見えないのに息で一瞬曇ったガラスが乾き際に一瞬はっきりとマツダのマークの跡が見えるのです。 

この謎を解け、と台湾坊主のジャンク屋の親爺にこっそり頼まれた私は色々やってみました。 もしカン・マツ

でこれが再現出来たらお前の 4 年間の学資や生活費は俺が見てやろうじゃないかと持ちかけられりゃ、悪いこと

とは知りつつも、、、でした。 随分色々考えてやってみましたがアイデアは行き詰まっていきました。 

春の夜でした。 昔の航空研、当時は物性研の前の道を池之上の駅に向かって、深夜真っ暗な道を歩いていたが、

気付くと道に白い点線が続く。 何かと思って、指でつまみ上げると塩のような結晶。 なめてみるとしょっぱ

い。 結晶の反照は暗闇でも僅かな星明かりを反射したのでした。 コレダッと、翌日白ペンキを練って、乳鉢

でガラスを潰して混ぜて、ガラス板に薄く塗り、乾かして、拭き削りハアーッと息吹きかける と、、、、。 不

完全ながら一瞬跡が見える。 ガラス粉を細かく均一に混ぜれば完成だろう。 つまりあの本物マツダのマーク

のペンキには極細かいガラス粉が練り込まれていたのでした。 真空管のガラス面はツルツル、マーク印刷され

ていない面はそのまま、マツダマークのペンキはこすり落とされても何ほどかのガラス粉が表面にこびり着いて

残り、粗面になっていて、乾いたときには変わらなくても結露したときなどに反射が微妙に変わりマークの跡と

して見えたのでした。 

喜び勇んでメーデーの正午過ぎサンプルを揃えて、台湾坊主の店に出勤しようとしましたが、昭和２７年５月１

日、後に皇居前血のメーデーと呼ばれた左翼右翼警官隊入り乱れた大擾乱の当日、右翼の斬込隊による第三国人

粛正で、店はめちゃめちゃ、親爺他は逃げたか斬られたかの惨劇の後で、近寄れませんでした。 学資や生活費

どころかバイトもなくしたわけで、悪いことに加担した天罰覿面の事件でした。 

それで、西堀さんには本マツダとカン・マツはペンキの仕掛けが違った、天罰を喰らわなければ、カン・マツの

ペンキも微細ガラス粉を混ぜて同じように私がするところでした、と言いました。 「そうかあの頃にもう見抜

いていた人も居たのか、、、」と独り言のように言われました。 しばらくは無言でした。 その日の講演の中

に、開発研究の話題が出たときに、仕上げには特許明細書の中にも実際にも、よけいと思っても人のせんことを

しておくのも意外なところで役にたちまっせ。 と一言付け加えられた。 それがこのマツダマークにガラス粉

が入っていたことも一例として意味していることがピンときたのは私だけかも知れなかったが。 

童謡・童話知りーず：月の砂漠の頃 

今時の子供達は、「月の砂漠」は当たり前「月の「何々の海」という名前の所は水なんか全くなくて砂漠なんだ

よ！それがどうした？」ってモノでしょう。 大正の詩人加藤まさを はこの頃胸を患って、千葉県の御宿海岸

に転地療養中だったそうです。 当時の満蒙教育委員会の、童謡作詞募集に応えて、丁度御宿海岸にあった砂丘

を見て「月の砂漠」を作詩したのでした。 

 ♪月の砂漠を、はるばると 旅の駱駝が行きました 金と銀との鞍置いて 二つ並んで行きました 

 ♪金の鞍には銀の瓶 銀の鞍には金の瓶  二つの瓶はそれぞれに紐で結んでありました 

 ♪先の鞍には、王子様 あとの鞍にはお姫様 乗った二人はお揃いの 白い上着を着てました 

 ♪広い砂漠をひとすじに 二人は何処へ行くのでしょう  

 ♪朧にけぶる月の夜を 対の駱駝はとぼとぼと 砂丘を越えていきました 黙って越えていきました。 
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応募は少なかったらしいがそんなことと関係なしに絵本の中そのもののようなこの歌が当選し、大正１２年３月

号の少女倶楽部に発表されるや全国で歌われることになったのでした。 蓄音機もレコードも普及がとても行き

届かぬ頃、小学校や、幼稚園の足踏み式のオルガンによるモノでした。同じ月の「小学男生」誌に百田宗治作詞

のご存じ「何処かで春が」が発表されています。 

 ♪どこかで「春」が生まれてる。 どこかで水が流れ出す。 

 ♪どこかで雲雀が鳴いている どこかで芽の出る音がする。 

 ♪春の三月東風吹いて どこかで春が生まれてる。 

春と言えば翌月大正１２年４月の「銀の鈴」誌にかの有名な「春よ来い」が相馬御風氏によって発表されたので

した。 

 ♪春よ来い 早く来い あるきはじめたみいちゃんが 

  赤い鼻緒のじょじょはいて おんもへ出たいと待っている 

 ♪春よ来い  早く来い おうちの前の桃ノ木の 

  蕾もみんなふくらんで はよ咲きたいと待っている。 

関東大震災、世界的な恐慌と、此の後、世間は沈み込みます。 近頃昭和の金子みすずの「鯨の墓」などの悲し

い詩が人口に膾炙していますが、「春よ来い」と同じ月の「童話」誌に、ブロードバンド詩人西條八十氏のこん

な詩が発表されていますので紹介しておきます。 当時の社会や世相の一端を反映していると思います。 金子

みすずの詩と同路線のように思います。 

「村の英雄」  西條八十 

 村の大きな黒牛が   春の夕暮れ死にました 永年住んだ牛小屋の  寝藁の上で死にました 

 女やもめのご主人に  いつも仕えた忠義モノ 朝晩重い荷を曳いて  「くろ」はすなおな牛でした 

 お寺の鐘は鳴りません けれども花は散ってます 村のやさしい英雄が  春の夕暮れ死にました。 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達(AU-2) 

信長が「啼かぬなら殺してしまえホトトギス」で、秀吉が「啼かぬなら泣かして見ショウホトトギス」で、三河

の家康は「啼かぬなら泣くまで待とうホトトギス」だと比較される。 果たしてそうだろうか？ 

尾張野の小心者猿面冠者が大言壮語して、小細工を弄して成り上がり、 後の 後まで、その為に「明日は我が

身」の恐怖にさいなまれるほどの虚構を演じ続けたモノには本来他の二人と並べられるだけの人間の品性がない。 

何よりの証拠が京都・三條河原に残る畜生塚事件であろう。 彼が畜生でしかないと付けられた名ではないだろ

うが、今の世ではそう取られるほどの事件である。 家康も、これがなければ、豊臣の残党を 後の穴の中のア

リの一匹までトコトン嫌いはしなかっただろう。 

備中高松城を落としてトンボ帰りして馬の続く限り駆けさせて、何とか、自軍のモノに、明智光秀の首を取らせ

ることが出来た秀吉は、大義名分相立ち申したとばかり、後はやりたい放題。 廻りを蹴落とし成り上がってい

く、段々身分の高い女を妾にして、家族構成していくのが成り上がりモノの特徴、しかしこれが、寄せ集め家族

で後に簡単に瓦解する。 織田信長もそうであったが、大きな土木工事をやって見せて、権勢を誇るのが当時の

気風。 遂に天下人となった秀吉は、京都御所を見張るようにその西北に、安普請を金銀で貼り隠した聚楽第を

作る。 茶室や、茶々と二人だけが入る専用風呂場はすべてを金を張り尽くして、豪華なモノであったらしい。 

専用風呂の方は後に西本願寺の庭に移設されたようだが。 兎に角此処に天皇を呼びつけて、天下に威勢を示し

た。 茶室を金ぴかにするなんざあ、師である千利休の、「侘び・寂が茶の心」というのとは仙気筋もいいとこ

ろ、人間としての品性が疑われて当然。 果たせるかな口論となり逆に師に詰め腹を切らすことになる。 ろく

なモンじゃない。 

さてしかし、前項でのっけに書いた、部下の論功行賞に行き詰まって、海の向こうに侵略軍を派遣し、自分だけ

が１６人目の妾・茶々と金風呂でイチャイチャしているわけにも行かず、九州にその名も名護屋なる出張り陣屋

を設けて、渋々出掛けていった。 後を追って、急使が到着、「茶々殿ご懐妊」、、、。 手の舞足の踏むとこ

ろを知らず大喜びした後、ふと大弱り。 小細工を考え、急使に何事か託した。 それより前、妾を次々作って

も世継ぎ丸は出来ず、変な家族だけが増えることを心配した秀吉は、跡継ぎとして、甥の秀次を養子に貰い、太

閤を秀次に譲ったばかりの所であったから、、、。 泡を食ったのであった。 この小細工は効をそうする。 や

がて、月満ちて、茶々は玉のような男の子を出産。 鶴松と名付けられるが、この名が全国的にお世継ぎの幼名

と聞かされていた秀次は動揺する。 半分自暴自棄的に、殺生を禁じられた高野山の寺領に猪や鹿が繁殖しすぎ

ていると聞いていた鹿狩り好きの秀次は気張らしもかねて、家来に命じて、寺領から追い落とさせて狩りを行っ

た。 朝鮮征伐も白村江の大敗北を境に軍勢が軍資金切れで戦意喪失、敗走を重ねて、遂に追い落とされてしま
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った。 秀吉はいつになく不機嫌を続けて、京都に戻るや秀次の鹿狩りが高野山の寺領の鹿であったことで、烈

火の如く怒り、太閤にあるまじき行為と悪し様に大勢の家来の前でののしった。 秀次は高野山に詫びに行くが

此処で自害したのであった。 この件に関連した秀次の家族は次々に裁定に掛けられ、うむをいわせず三條河原

で処刑されてしまう。 後に高野の秀次と、これら家族の骨が集められ、供養されたのが、三條河原の畜生塚で

ある。 秀吉の年老いてからの行動は狂っていた。 茶々は淀の君と呼ばれ、大阪淀に城が建てられたが鶴松は

夭折した。 秀頼まで育った跡継ぎは、次に生まれた拾い丸であった。 折角此処まで小細工を弄し、秀次一家

を残らず惨殺までしたが、秀頼は淀と城と共に炎の中に消えたのであった。 

もうその前、茶々とその子だけかわいさ故に秀次を理不尽なことを構えて詰め腹を切らせ、更に一家を皆殺しに

したことは、一番身分の低い正妻北の政所は言うに及ばず、妾共とその家族まで身の危険を感じて、逆らいはし

なかったが秀吉の死後誰も大阪城を振り向こうとはしなかったのは当然であろう。 こうして家族は一瞬にして

瓦解したのであった。 

彼の為した中で、評価出来るのは、検地を厳しく実際に即して測量したこと、その測地法に土地を三角に切って、

面積を求める現在も使っている方法を既に採用したこと、更に、その土地が田や畑として痩せているか肥沃か台

帳に記入させたことであろう。 

又頭がいい小細工の一つとして、全国の武士以外の僧侶、商人、農民が隠し持つ刀狩りをするのに、方広寺に木

製の奈良の大仏より大きい大仏を寄せ木細工で作るので、釘が無数にいる、ついては刀の魂を仏の体内に納めて

仏の魂として、これに後生安楽を願うが良かろうと、全国に触れて、刀狩りを強引に行い、武士以外の武装解除

を進めたのであった。 この寄せ木の上に漆を塗り金箔を張った大仏は完成したが数年後に、大地震で薪の山と

なり、炎上して灰となった。 秀頼の代までそのままになっているのを、大阪城に金の延べ棒数万本ありという

情報を得た家康が、秀頼に命じて、大阪付近一帯から近畿一円の寺社の修復を下命するが、関ヶ原以降慶長１９

年の大阪冬の陣までの間に殆ど終わったが大阪城には未だ金が残っていたようだ。 そこで、家康は方広寺の大

仏を更に高くして銅で作ってはどうかと、秀頼に勧めた。 秀頼は中国から銅を買い戻して（当時日本は銅は輸

出国）大仏と鐘を鋳た。 この鐘の銘に、「国家安康」と家康の名が二つに斬られていて、イチャモンが付くの

である。 

この方広寺の銅の大仏は１９メートルあったという。 奈良の大仏は１６メートル（ルシャナブツは五丈三尺五

寸と小学校で習った）。 その後どうなったかご存じか。 事のついでにお知らせしておう。 足袋も靴も文数

で言うだろう？ ナヌ靴は糎だと。 足袋の文数は何を単位にしてる？ これを知らないでクイズ・ミリオネア

に出てはならない。 ライフラインが宛にならないだろう。 寛永通宝の直径だ。 じゃこの寛永通宝は何処の

銅で作られたか？ ハイ方広寺の大仏をブッたぎって幾艘かに分けて船で江戸に運び、寛永通宝にしたのですぞ。 

寛永年間に鋳造されたこの文銭は良銭で、以後の幕藩体制の基準通貨として不動のモノとなった。 つまり方広

寺の大仏は良質の銅で鋳造されていたのだった。 それまでは足利時代に乱発無理矢理流通させた皇銅十三銭と

呼ばれるビタ（悪）銭と中国から輸入した永楽通宝などであったのだ。 

一文線を笑うモノは一文銭に泣く。 おかしければくるしゅうない、次の間へ下がって笑え。 
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パピーニュウス第 75 号（2003 年 5 月 10 日号） 

大昔の話：ペレゾフカ冷凍保存マンモスの頃 

いやーゴールデンウィークに暇な方々が多く、3 日連休では半端で、使いようがない。 爺さん何しているかと、

各種メールが飛び込んだ。 明治大正に強い黒柳徹子女史も、ふしぎ発見で、明治生まれだから実際に見て知っ

ているのだと言われたが、明治初年の太陽暦批准新暦切り替えは、知らなかったのにパピーは、電脳ニュウスに

これを見てきたように書いている。 黒柳ファンにとっては面白くない。 パピーはどのくらい昔を見て知って

いるのか？、、、、サアネ？どう答えようか？ 

見ていないけど調べる筋は知っている。 野尻湖のナウマン象は数多く、８００頭分以上の食い散らかされたバ

ラバラの状態で骨が採集されているが骨だけなので、数で勝負できないが、たった 1 頭だが、焼き肉の味まで議

論された、シベリヤの永久凍土層に氷漬けで、少なくとも３万年新鮮なまま冷凍保存されていたマンモスについ

てなら色々調べたことがある。 

この偶然が幾つか重なった事で急速冷凍されてそのまま何万年の歳月の後、偶然猟犬が生肉に毎日ありつくのを

見ていぶかしく思ったハンターによってシベリヤのペレゾフカで発見された新鮮な丸々一頭のマンモスによっ

て、実に色々な事が、マンモスが未だタイガに生き残っていた頃の状況が科学的に解明されています。 第一発

見者は生肉を数日間試食した猟犬だったようです。 

第一に、このマンモスが解剖されたとき、その胃袋から、はち切れんばかりに飛び出してきた１５キロモノ内容

物がどれも未消化で新鮮な植物であったという。 現在でも同地方に見られるごく普通の雑草とその実、小枝、

コケ類が中心だが、今ではその付近にはもう分布していない唐松やこびと白樺、花ごけ、柳、などが発見され、

当時は今よりも若干暖かい気候であったことを裏付けた。 その後、急に氷河期が襲ったことも推測された。 

(E.W．フィッツエンマイヤー著「シベリヤのマンモス」以下この著書による） 

氷河期前期までは、象の種類にマンモスも入っていた。 現在のアフリカ象やインド象の祖先の象が、氷河のな

い暖かい地帯にいたと思われ、一寸旧式のマンモス系の象は、氷河の裾に追いやられ、それなりに剛毛と長い毛

をまとい、どうしても露出しなければならない肛門を厳しい寒気に曝さない仕掛けまで進化させて肛門を守って

いた。 一日に、何度も２００kg 位は食べて、そのくらいの糞を排出せねばならなかったのだから。 現在の

草食獣でも、大体野生の生活では、消化吸収率は平均５０％と見積もられるが、象のこの値がほぼ平均値（但し

飼養される象は６０％一寸上）に対してこのマンモスの胃と腸の内容物からの推定計算では、４０％一寸下と意

外な計算が出ている。 推定通り余りいい環境でないところへ追いやられていたと言えるようです。 食肉獣は

たとえばライオンなどは、獲物を捕って一度満腹すると、直ぐ殆ど１００％消化は早いがカロリーが高いので、

割と、長い時間、２－３日は狩りをしない。 これに比べると草食獣は消化吸収率も悪く、消化に時間が掛かり

効率が悪いため、寝ている時間以外は一日中食べて、糞をして過ごすことになる。 マンモスには肛門に蓋をす

る尾の付け根に半月形の特殊なカバー筋があって脂肪と厚い皮膚に覆われていた。 脂肪と言えば、このペレゾ

フカのマンモスは、脂肪の厚さが平均９cm もアリ、人間がマンモス狩りに熱中した 大の理由がこの脂肪燃料

の獲得にあったのではないか、と考えられるようになった。 つまり大きな雌マンモスが通ると、燃料タンク車

が通ったと雀躍して、仲間に通報、団体組織行動で、何処までも執念深く追っかけたに違いないというのだ。 

人間が氷河期を生き抜いたのは実に脂肪燃料を手にしていたからではないかと考えられている。 草食性だった

と思われるネアンデルタール人が、氷河期を境にいなくなった一つの推定原因でもある。 マンモスの牙が草食

性であるにも拘わらず氷河期に２ｍ以上も進化して伸びて、丸まっているのは、雪や氷を掘り割って下に冷凍保

存されている草木を掘り起こすためのブルドーザーの腕木の役をしたことがこの器官のこの形への進化の原因

だろうと。 因みにこのペレゾフカ・マンモスの牙の目方は一対で２５０kg 弱だったと記録される。 象牙の

比ではない。 別のウクライナで発見された遺跡では、マンモスの牙と骨９６頭分を使って、大家族制と思われ

る住居跡が見つかっているが、ツンドラ地帯や草原では、マンモスは建築材料でもあったのだ。 逆に、マンモ

スは、氷河期の間に耳が随分小さくなる進化をしたようだ。 体温放散の必要が殆どなくなったのだった。 

人間は、もしそれまで草食を主としていたとしても、このマンモスのように雪や氷を掘り起こして冷凍食品を得

ることは出来なかったので、そのマンモスを獲物とすることによって、氷河期を生き抜いたと言えるのです。 

後にマンモスの焼き肉の味はどうなったかのくだりを紹介しておきましょう。 「そんなこんなマンモスの焼き

肉の味はドンなだろう？と何度も議論したが、我々は鹿の乾し肉を充分なだけ持っていた為誰も喰ってみようと

言うモノは現れなかった。 ヤフロフスキーのヤクート猟犬だけが毎日、この肉を賞味する光栄に浴していた。 

毎日喜んで喰っていたし。 その犬の頭の上を隙をねらうカラスやカケスが、うるさく啼きわめきながら飛び交

う有様だった。 何とも図々しい鳥だ。」 

童謡・童話知りーず：「赤い鳥」創刊の頃 
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大正時代に入って直ぐの欧州大戦が終結、ドイツからの賠償金が入って、文部教育も多少底入れ、音楽掛も文部

省小学唱歌の教科書をつくってがんばり始めた。 此処に一方大正リベラリズムが台頭、２０世紀は自由民権の

世紀、官製唱歌何するモノぞの気運高まり遂に、大正７年７月 7 日セヴンフィーバーしたわけでもないが、作詞

家、詩人、文士達によって、童謡童話同人誌「赤い鳥」が発行された。 創刊に招かれて、婦系図等で名高い大

御所、泉鏡花が珍しく童謡風の詩を贈り、巻頭を飾っている。 又表紙は清水良雄の２頭の揃え馬に乗るハイカ

ラリボンをつけた二人の女学生の絵である。 馬はリズミカルなかっぽを踏んでいそうな、、、。 では先ず、

泉鏡花作「あの紫は」から。 

 あの紫は お池の杜若(カキツバタ） 一つ橋わたれ 二つ橋わたれ、 

 三つ、四つ、五つ、   杜若の花も 六つ七つ八つ橋。 

 あの紫は、お姉ちゃんの振り袖  一つ橋わたれ 二つ橋わたれ 

 三つ四つ五つ    お姉ちゃんの年も 六つ七つ八つ橋。 

  

続いて当時脂が乗りきって、詩を書き捲っていた北原白秋。 殆どすべての雑誌に投稿しているが、赤い鳥の創

刊号には、例の「栗鼠、栗鼠、小栗鼠」である。 

 栗鼠、栗鼠、小栗鼠 ちょろちょろ小栗鼠  杏のみが赤いぞ  食べ 食べ   小栗鼠。 

 栗鼠、栗鼠、小栗鼠 ちょろちょろ小栗鼠  山椒の露が青いぞ 飲め 飲め   小栗鼠。 

 栗鼠、栗鼠、小栗鼠 ちょろちょろ小栗鼠  葡萄の花が白いぞ 揺れ 揺れ   小栗鼠.。 

  

この頃は未だ誰も北原白秋が失明したことを知らない時期でした。 もし知っていれば、流石の西條八十も、こ

の詩を創刊号に送りはしなかったでしょう。 

「薔薇」：西條八十（ヤソ） 

 船の中に 忘れた薔薇は 誰が拾った。 船の中に 残ったモノは めくらが一人、 

 鍛冶屋が一人   おうむが一羽。 

 船の中の 赤い薔薇を  拾ったモノは めくらが一人 見ていたものは 

 青空ばかり。 

後年西條八十はこの詩を投稿したことをいたく悔いた。 それを聞いた白秋は、誰だってそうしたよ、と一向に

気に留めず相変わらず、カラフルな、そして白い花の出てくる詩をドンドン書き捲って、楽しんでいた。 白秋

は視力をなくして、尚一層、情感を高める事を得、そして詩の中に色を鮮やかに盛ることによって、自分の視野

を補っていたとも言えるのである。 

今年の梅雨は陽性だろうか。 子供の頃梅雨は長雨が同じ調子で小やみなく昼も夜も何日も降り続いた。 この

北原白秋が作詞、赤い鳥大正７年９月号に発表した「雨」のように。 この詩には弘田龍太郎が作曲して、長梅

雨の間中子供達に愛された童謡でした。 

 ♪雨が降ります 雨が降る 遊びにいきたし   傘はなし 紅緒の木履（カッコ）の緒が切れた。 

 ♪雨が降ります 雨が降る いやでもおうちで遊びましょう 千代紙折りましょ畳みましょう。 

 ♪雨が降ります 雨が降る ケンケン小キジが 今啼いた 小雉子も寒かろ淋しかろ。 

 ♪雨が降ります 雨が降る お人形寝かせど 未だ止まぬ お線香花火もみな焚いた。 

 ♪雨が降ります 雨が降る 昼も降る降る 夜も降る  雨が降ります雨が降る。 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達（AU-3） 

まあなんと言っても小賢しい所がある秀吉は、人々の心の底から人望を集めることは一寸出来なかったようだ。 

氏より育ちとは言うモノの、育ちも心貧しいモノであったのだから。 そこえ行くと、先代とも言うべき織田信

長は、物心付く頃から、吉法師様と呼ばれて家来にかしづかれ、英才教育を受けるほどの育ちではあったのでし

た。 これがある意味で、人間性の欠如とも取られる面を助長したのかも。 しかし進取の気性、古いモノはた

とい抵抗派があろうとも自民党はブッ壊すぐらいの意気込みは終始持ち続け小泉某の如く直ぐに腰折れする事

はなかったし、ロジークに厳しく、特に迷信を廃し究理に徹するモノの理屈に耳を閉ざすことなく、率直に物理

を学んでいる。 漢学よりも洋学に興味を示したのはこの意味が大きい。 

既に、少年の頃、馬飼いの老爺に攻め馬の限界を懇々と聞かされていた信長は、決して馬を乗り潰すことをしな

かったのでキチガイの範疇の癇癖ではなかったと江戸医学に判定されている。 ご存じない向きには説明してお

くと、馬という動物は、とてもデリケートな生き物で、乾電池１個の 1.5 ボルトでも気絶し、死に至ることがあ
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るほどで、どんな駿馬、サラブレッドになればなるほど、体温に敏感で、長い時間攻め馬して走らせると、 後

には血の汗をかいて、突然死に至る。（血汗馬の由来） 現在のサラブレッドでは長くて５０分間という。 西

部劇でも、ジョンウエインの映画で、悪漢を追いつめて後１５０ｍと言うところで馬が突然死する映画があった。 

この事を信長は良く知っていた。 今川義元を桶狭間に急襲したときも、馬は疾駆させたが小半時以上は絶対に

続けて走らせなかったのだ。 先を急ぐ家来共を叱りつけ熱田の宮に参らせて、馬に水と休息を与え、ねぎらう

ことを忘れていない。 もしこれを怠れば、義元の手前１５０ｍで馬が倒れたかも知れなかったのだ。 この勉

強する心が、キリシタン・バテレンの法と共に輸入された、西洋科学に興味を示し、鉄砲戦術以外にも、利用出

来るモノは徹底的に利用して、中世の陋習を瓦解させている。延暦寺の焼き討ちを始めとする中世のまやかしに

近い宗教勢力の集中排除などに徹底して利用した。 毒を知り毒を盛って毒を制したのである。 信用せずとも

利用した。 可成りの程度の理性の人であったとも言える。 

この信長の人間性を非情と極言させた一つの原因は竹生島事件であろう。 大奥から台所まで、規律が緩みきっ

て、言うことも聞かず、信長自身が外出して帰らないと判ると直ぐ女共が町に繰り出して「親方安土城」で飲み

食いし私用の買い物を公費でする、言って聞かせても泣き落としで言を左右し止まるところを知らない状態と聞

いた信長はある日、竹生島参詣を思い立って、船を用意させ家来と出掛ける。 船には家来の半分を乗せ代参さ

せ自分は城にとって返し、女共の点呼を取る。 半分も居ない状態だったらしい。 慌てて帰ってくるモノを集

めて断罪した。 しかし、死罪を賜った大奥から台所までの女共が、これをうらみに思うのは典型的な逆恨みで、

企業や集団にあっては、女子従業員共の行為は決して許されないのであって、これを知った会長社長である信長

が、現行犯として、それらの不心得者が集団規則違反、会社服務規則違反、社費の私用着服等を半ば公然と犯す

現場を抑えるために行ったモノで常習犯行を行っていた側が責められて然るべきモノでありましょう。 この囮

捜査法は、西欧的事情が移入されていた当時には既に知り得たことでしょう。 現代の民間企業のトップマネー

ジメントは既に卒業済みでショウが、外務省あたりでは未だ伏魔殿だそうで見習うべきで、信長大臣が来ればこ

れからも起こりうる、省内規律粛正のお手本みたいなモノでしょう。 ただ、この時の女共の怨念が、亀岡街道

を目前にした明智光秀に乗り移って竹生島の時同様に馬首を廻させ、明智も西国へ向ったわいと寝につこうとし

た本能寺の信長の虚を突かせたのだとする説がある。 女の怨念は理非正邪を超えるとする。ホントなら、、、

オオコワ。 

信長は主として自分の興味のために許可したのでしょうが、ポルトガルの学校を、♪雪に変わりがないじゃな

し、、、の京都ポント町に作らせたのは、世間のためにもなっている。 この時期実に多くの外国情報が、日本

語化して、先斗町文化として今に伝わっている。 天ぷら、びいどろ、びろうど、こんぺいとう、あるへいとう、

キセル、タバコ、、、、数え上げればきりがない程である。 多くの植物が珍しがられ、多くの機能部品が輸入

された。 火薬用の硝石もこの時代は未だ殆ど全量輸入であった。銅の 新の製錬技術がもたらされ鞍馬谷で公

開実験が行われる。 以降急速に全国で銅山が、再開発されて日本の外貨獲得の主力製品となる。 鉄砲と火薬

輸入のためであった。 当時の黒色火薬は木炭粉、硫黄とこの硝石で、やがて、硝石は、国内各地で、洞穴の中

や田圃に糞小便を撒いて硝田生産で 2-3 年掛かりで賄われるようになると自給自足となった。 果樹や花の品

種改良も足利時代から始まっていたが、この頃漸く定着法が伝えられたようだ。 珍しいところでは足利時代に

外来したオクラ（とろろ葵）が、日本全国で栽培され得るように品種改良されて広まっている。 

因みに「ポント」はポルトガル語では岬・桟橋/突き出した先っぽと言う意味で日本当て字「先斗町」は実に気

の利いたハイカラないかにも信長好みの名前であります。 
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パピーニュウス第 76 号（2003 年 7 月 5 日号） 

大昔の話：北海道のマンモス 

ペレゾフカで偶然急速冷凍３万年の後、発見された大型のマンモスは、徹底的に研究されたが、当時年代測定技

術の精度が問題で、氷河期との相対年代がはっきり確定は出来ていないらしいのですね。 と言うより現在も研

究継続中らしいと言うべきでしょう。 そうゆう意味でマクロにマンモスの氷河期との関係を見ると、現代象の

祖先におされたナウマン象が北進してマンモスを更に北に追いやったが、氷河期の進行に伴い氷河が厚くなりそ

の分海水面が下がってあちこちで陸続きが生じ、樺太北海道がシベリヤに繋がると、マンモスの中型以下が、大

型に押されて、樺太北海道にまで南下してきてナウマン象など小型の象を更に南の本州に追いやったようです。 

樺太・北海道あたりのマンモスの骨や牙から推定されるマンモスの体格は、前述のペレゾフカのマンモスに比較

すると、体重で半分以下２．５トンくらい、一頭から得られた食肉は 大で 1 頭あたり１０００ｋｇと推定され

ています。 因みにナウマン象は更に半分くらい。 日本列島の氷河期の推定は更に難しいらしい。 というの

は、日本付近は、プレートが幾つもぶつかり合って、地震火山活動が、一定の規則を守ることがあったとは思わ

れず、局部的に氷河期厳冷期でも広い範囲で春の気候が続いた地区に象などが止まった可能性も指摘されたり、、、 

野尻湖のナウマン象なども世界の古生物学から見れば一種の例外的なモノだと主張するヒトもないでもない。 

こういう言い方すればきりがないのであって、北海道にマンモスの痕跡があるのもひょっとかすれば、例外なの

かも知れない、と言いたいヒトも出てくるかも。 誰も見てきたわけじゃないのだから。 

氷河期の原因でさえ、昔は、太陽系的未知の原因で、大気が冷えて、凍り付いたと考えられたが、現在では、世

界的に地球規模で、火山活動が活発化が重なった事から大気上層に火山灰が吹き上げられて沈降せず、太陽光を

反射してしまい、太陽エネルギーを大気が受け取れなくなったが為に、地表大気がホンの１０－１４度ほど低下

して、極地に２０００ｍ－３０００ｍ級の氷河層厚に水が固定されたのだと熱精算されている。 海面は

160m-180m 位下がったと見積もられている。 これが、地球規模で少なくとも前後４回は起こって、凍り付

いていると言うから、いつ又起こり始めても不思議ではない。 人間の無理解な営みや、人間の身勝手な行動が

きっかけとなってそれが起こり始めないことを願うのみです。 

因みに、マクロに計算された氷の厚みと、熱精算を重視して、水サイクルとの関係から海洋の水容積を見積もっ

ての計算では、海面低下の高さが、２０－３０ｍも違ってくるようで、２０ｍ余分に干上がったとすれば、間宮

海峡だけでなく、北海道と本州も充分広く繋がり、又、カムチャツカ半島から、北海道まで千島列島ランドブリ

ッジが完成していた可能性が生じ、北海道のマンモスは、カムチャツカ型で、シベリヤ型の大型とは全く別の進

化を遂げていた可能性が考えられるとか。 

気温低下が、平均１０度か１４度のたった４度の見積もり違いで、干上がった推定海面低下量が、平均２０ｍ異

なり、計算誤差+/-２０ｍが帳消しになるのか、拡大されるかで、北海道のマンモスの進化は微妙のようです。 

鰐の祖先や、虎の祖先などの肉食獣に本州部分の日本が攻められて、草食大型動物である象類や緩慢動作動物が

倒されて、中型以下が、北上して、どうにか命脈を保っていて、人類も、これらと行を共にしながら、氷河期の

到来初頭に、ベーリング海峡を渡って、モンゴロイドの祖先が、アメリカ大陸に渡っていった、大型／中型草食

動物は、寒さに怯えて、沖縄ランドブリッジや大陸棚ランド方面に逃げ帰って肉食獣が居なくなった本州に迄又

じわじわ と南下したと考えられています。 

氷河期が何かの地球的規模の理由で、地球が震えるほどの火山活動の活発化で、始まったとすれば、カムチャツ

カ・千島、日本などは到るところで、火山が噴火していたと推測され、食料植物が火山灰で枯死していて、大変

な土地であったはず。 草食小動物も死に絶え、肉食同士文字通り竜虎相打ち、さしもの肉食猛獣も南下してこ

の地を去るしかなかったでしょう。 人類はこれをある程度予測して、南下せず、ベーリング海峡やアレウトラ

ンドブリッジを東進して、北米大陸まで一気に駆け抜けたモノたちが、此処で氷河対策南下を始め、ベーリング

海を渡ってから僅か千年で、モンゴロイドの子孫は南米南端まで達した形跡があるようです。 彼らが、猛獣と、

火山活動から逃れ、寒気と乾燥に耐える肉食を始めながら、いかに生き抜くか必死で、ひたすら逃げることを考

え、且つ生活の知恵を集積していったのではないか、そう考えずには居られません。 早い時期に温暖な地域に

逃げおおせた種族は草食に戻り、後から氷河が迫った頃に未だアラスカ・カナダにいた種族は肉食を続けた訳で

しょう。 

マンモスやソノサキのナウマン象を追って、猛獣の去った本州に帰ってきた種族は、火山からは離れ、温泉のわ

いているような、不凍湖のほとりで、象などの来るのを待って、狩りをしたと考えられています。 ナウマン象

が典型的な例です。(続く) 

戦前の国際的拉致事件：浅間丸事件 (1) 事件発端、、の巻 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

戦前の国際的拉致事件としては、１９４０年１月、英国諜報機関が英国海軍巡洋艦２隻を使って日本郵船、定期

航路・客船を臨検、日本を経由してドイツ本国に帰国中のドイツ人乗客２１名を拉致する事件が新聞・ラジオを

騒がせ、国際的にも論議を呼んだ此の事件が国内外で有名でした。 

ドイツは、ポーランド侵攻を開始しており、英国と交戦状態にありましたし、日本は、列国の反対を押し切って、

中国大陸の戦線を拡大、オウセイエイなるモノを傀儡政権の長として国際的には認められていない侵略占領地区

に新政府を作らせるなど、隣国の内政を圧迫干渉の限りを尽くしていた頃のことです。 

一方、日本国内では万国共通の暦ではない神話上の国の始まりを紀元とする皇紀の紀元２６００年だと勝手に決

めて、、、 

 ♪ キンシ輝く日本の 栄えある光身に受けて 今こそ祝え此のあした紀元は二千六百年 

  ああ一億の胸は鳴る 

などと歴史と神話をわざと混同、歴史を６６０年ほども水増しして利用し、挙国一致体制へのキャンペーンに軍

部に踊らされた政府・指導者・学校の先生までが誤った道に国民を引き込もうと躍起となっていた頃のことです。 

ただ、それに勢いを得た外務当局も腑抜け腰抜けの今とは違って、一丁前に、たとえ相手が 強の大英帝国であ

ろうと も、言うべきことは言う姿勢をとっていたことは頭に置いておくべきでしょう。 

ことは昭和１５年１月２２日の朝 6 時のラジオ・ニュースと、配達された新聞の記事で全国一斉に知ったわけで

した。 たとえば、東京日々新聞の記事、、、。 

英艦が浅間丸臨検、乗客のドイツ人拉致 

[昭和１５年１月 22 日 東京日々] 

[横浜発]日本郵船桑港（サンフランシスコ）航路浅間丸は 21 日午後７時、ホノルルから横浜に入港したが、端

なくも同船の港外着と同時に、同船が東京湾外野島岬沖の北東方約３５海里の海上で、突如姿を現した英国巡洋

艦一隻並びに仮装巡洋艦一隻から停船命令を下され、あまつさえ威嚇発砲された上、同船に乗り日本経由本国へ

の帰途にあったドイツ油槽船乗組員２１名が、強制的に英艦に連行されるという事件が勃発したことが判明した。 

今次の欧州大戦勃発以来、英国軍艦が不遜にも我が近海を遊弋しつつあった事実はしばしば認められていたが、

今回は我が領海に近接し、客船を不遜にも強制停船せしめ、臨検に際して英兵はピストルを擬して同船無線席を

威嚇して無線連絡を断絶させた上、ドイツ人を拉致し去ったモノで、辛くも連行を免れた残りのドイツ人先客は、

あまりに突然のショックに生きた心地もなく、恐怖の色を浮かべつつ英艦の処置に激昂している。 一方、邦人

船客達も無事横浜に帰着した喜びに安堵の胸を胸をなで下ろすなど、異様に緊張した悲喜こもごもの情景を呈し

た。 尚ドイツ人を拉致し去った英艦は明らかに３本煙突１万トン級の巡洋艦で、右の同艦に次いで付近に現れ

た船は７－８千トン級の商船を武装した仮装巡洋艦で、高い１本煙突の特徴を有する点から、恐らく英国ブリュ

ーファンネル(青筒)商船を仮装した 1 隻と見られている。 

[英国大使館 声明] 

英国軍艦の浅間丸臨検事件に対し、麹町区一番町の英国大使館では同夜、タフネル海軍武官を始め幹部が協議の

結果、左のごとき声明書を発して今回の行動の合法性を主張している 

「英国海軍が公海上において中立国に属する船舶からドイツ人の船員を拉致するの行為は全く国際法に準拠す

るモノである。 今次の戦争中においてかかる行為をとるの権利あることについては、未だいずれの中立国から

も抗議を受けたことのないモノで、既にドイツ側ではこの種の行為をなしているものである。 浅間丸の場合に

は、乗っていたドイツ人船員全部を拉致したものでなく、単位ドイツ側の、戦闘力に役立つべき技術士及び熟練

船員のみを拉致したものと解される。 

[国際法上問題（立博士談）] 

東京帝国大学名誉教授・法学博士 立作太郎氏は語る。 

詳細な資料がなくては断定を下し得ませんが、戦争中、敵国の商船船員を俘虜にすることは合法的なこととして

一般に認められています。 ただしこれは直接その船から拉致するときに限るのであって、中立国の船舶に乗船

しているのを捉えるということは、１９０９年のロンドン宣言によって非合法と認められており、我が国の学界

でも大体此の意見を採っています。 中立国の船舶を臨検することは、それ自身としては領海外であり軍事上の

必要があれば問題はないのであるが、その船から交戦国の現役軍人でない者を俘虜にする点に問題がある。 た

だしこれと同様の前例は欧州大戦当時２、、３あったと思うが、これは主として連合国側の艦船が小国（中立国）

の船舶に対して強行したものであったと記憶している。 

「発泡して停船要求<渡部船長談>]BR> [横浜発] 浅間丸船長渡部喜貞氏(51)は横浜入港と同時に、さすがに異様

に興奮して次の如く当時の模様を語った。 
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「今日（２１日）の午後零時 15 分頃、本船の前方に一隻の船影を認め、次第に本船の方へ近づいて来るのを発

見した。 同２８分頃、漸くそれが軍艦だとわかり注目していると、３５分頃、その軍艦が向きを変えて横にな

ったので、はじめて英国の軍艦だということがわかりました。 零時４０分、いよいよ本船に接近して、「汝の

船名と国籍を知らせよ」と信号旗を掲げたので、本船ではその通りにすると、その英艦は本船の前を右から左に

横切りつつ、「我を避けよ」と信号して、左舷に艦首を向け次いで零時５１分「直ちに停止せよ」と本船に対し

て停船命令を下した。 次いで、零時５５分「我がボートを送るベシ」と再び信号してきた。 その際英艦から

一発大砲を発射する音が聞こえたので、やむなく停船したが、其の位置は野島崎灯台から約３５海里ばかりの海

上でした。 すると午後１時、英艦は本船の左舷尾約２００メートルの後角に泊まって、一隻の内火艇を降ろし

て本船に向かってきたが、その時また右舷船首方面から一隻の武装した灰色の英国商船（半船客船）が本船に向

かって北から進行してくるのを見、いよいよただごとではないと思いました。 英艦の内火艇一隻は午後１時１

０分頃、本船の左舷舷門に着き、ピストルを持ち武装した士官３名と水兵９名が移乗してきて直ちに船長室に姿

を現したのです。 私も覚悟を決めて面会すると、向こうの士官は、「航行中を止めて気の毒であるが、国際法

によって、ドイツ人船客を引き渡して欲しい。」と言葉は丁寧ながら厳然たる要求を突きつけられたのです。 私

は、、、。」（途中ですが以下次号に続く） 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達(4) 蜂須賀小六正勝(AU4) 

急に粒が小粒になったと言うなかれ、そりゃあ、信長、秀吉に比べれば天下を取らなかった分、小さく見えるだ

ろうことは否めない。 また天下分け目の関ヶ原での布陣図などを調べても、一体何処でどう此の戦に参加した

のか要領を得ない。 しかし、後に家康によって、あわ徳島を賜って、♪エライヤッチャエライヤッチャヨイヨ

イヨイ ヨイ、、、、阿波踊りの徳島を興隆させて居る。 第一なんと言っても、足軽以前の日吉丸、織田信長

の草履取りの籐吉郎の頃から眼をかけ将来の大物を見据えて、墨俣一夜城以降地位の逆転するのもいとわず、一

介の籐吉郎を押し立て、羽柴秀吉に、さらには太閤豊臣秀吉に育て上げたと言っても言い過ぎでないほどの働き

ぶりは、並大抵のものでなく、その忠臣ぶりは半端じゃない。 

この日吉丸／籐吉郎／秀吉と出世魚見たく、トドのつまりの太閤まで、一介の日吉丸の面倒を見た蜂須賀郷（現

海部郡美和町字蜂須賀）出身を標榜した此の男の出自正体は、織田信長時代の、木曽川南岸尾張の一体を取り仕

切る野武士集団の首領であった。 いわば、戦国の世の典型的アウト・ロー。 自らは籐吉郎よりも早く老いて

いく、 力量に限界は感ずる、此の集団を、いずれか将来ある天下人の正規軍に取り立てて貰い子分共を安堵さ

せるには、知恵者が要る、見つけてこれと決めたらなにが何でもその道を進むしかない、おのれと籐吉郎の主従

関係など目ではないと決めていたのではないか。 籐吉郎も、小六集団として扱い、集団の統御統括は一切小六

を信頼して小六にまかせていた。 集団のパワーと小六の此の集団への統率力は見抜いていたに違いない。 

こうして、籐吉郎と小六の双方の夢と希望の話がバッチし組み合い、では、織田殿に挨拶し、腕の程をご覧に入

れようとやってのけたのが、美濃攻めの墨俣の一夜城。 小六集団が日頃の此の地で情報網と勝手知ったる地理

と協力者との総力を尽くしたプロジェクト・デモンストレーションを敢行したのだった。 

これだけでなく、以後、賤ヶ岳の戦で、また中国征伐の各作戦技法において、集団のノウハウを駆使して籐吉郎

／秀吉の名を挙げさせ、更に一向一揆鎮圧や四国制圧の裏工作でもプロジェクト的な動きで、ことの成就を謀っ

て成功している。 これらの戦功の中で、小六自身は老い行き、秀吉は、自分が略取した播磨、竜野の城を、本

能寺直前に、小六の息子蜂須賀家政に賜るよう信長に願い出て快諾を得ている。 どうも小六は此処でなくなっ

たのではないだろうか。 しかし小六集団の活躍は此の後も陰ひなたなく、秀吉に付き添って中国四国制圧に出

没するのだが。 

秀吉のいわゆる唐攻め、朝鮮半島侵攻には殆ど忘れられた如く名がない。 此の集団も丁度代替わりの難しい時

期だった頃だし、秀吉も、此の集団を異国の地で扱える格好な武将を思いつかなかったのかも知れない。 竜野

城主として家政の治世は、此の地の伝統的な醸造業の振興の礎となるものであったという。 軍政よりは文政に

長けていたと思われる。 

天下分け目の関ヶ原に当たっては当然秀吉小六の関係から大坂方の旗頭として石田三成から強い参陣要請を受

けたが、南宮大社系の 重臣の一正規軍を当てて三成の顔を立てておき、家政の子蜂須賀至鎮(よししげ）は、

父家政の計らいで、極めて少数ながら 精鋭の機動隊手勢と共に東軍に参じ、家康本陣の旗幟を守っています。 

家来の策謀と家政の計らいは効を奏し、敵軍の寝返り情報等の IT 並みの速さ・正確さが家康の眼鏡にもかない、

居並ぶ一般の論功行賞に彼の名はなく、おや？と思わせておいてやがて別に、此の至鎮の働き出色であると、当

時としては異例・破格の阿波徳島十八万六千石を賜り、四国の一大大名に安堵します。 四国の近隣大名だけで

なく、大坂、摂津、和泉、兵庫、紀伊、と紀淡海峡の向こう側の者まで一目をおかざるを得ない、それは 家康

流の小憎らしいまでの深謀演出だったのでした。 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

♪偉ーいやっちゃ偉ーいやっちゃ、、、の始まりです。 こうなること、、、こうすることが、祖父、蜂須賀小

六正勝が、籐吉郎に賭けた大バクチの、、、夢の結末。 実現したのが籐吉郎でなくて家康であろうともそんな

ことはどうでもヨイヨイヨイヨイのでした。 
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パピーニュウス第 77 号（2003 年 7 月 12 日号） 

パピイ・ニュウス：手作り衛星 X I（サイ）などの呼び名はキューブ・サット 

JARL NEWS 5/6 月合併号で、2 頁ブチ抜きで紹介され、うち上げは６月下旬と報じられていましたが、６月

のギリギリ一杯、６月３０日午後１１時１５分に、ロシア北西部のプレセック宇宙基地から成功裏に打ち上げら

れました。 

東大・大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻の中須賀真一助教授のグループと東工大の学生等がそれぞれ手作り

で完成させた、超小型人工衛星 2 基を含む衛星等を載せたロシアとドイツの合弁企業ユーロコット社の宇宙ロケ

ットが、未だ太陽の沈まない現地時間６月３０日午後６時１５分に打ち上げられました。 衛星は打ち上げから

１時間半後に高度約８２０ｋｍの円軌道に投入され、７月１日朝、それぞれ予定軌道に乗ったことが確認されま

した。 

今回の打ち上げは学生やアマチュアにも宇宙の門戸を広げる試みで、「学生にも宇宙工学の実践を」と言う米国

の研究者の発案で始まったプロジェクトの第１弾。 東大・中須賀研究室では２０００年から約１年半かけて、

人工衛星の設計・製作・地上実験を行い２００１年末には完成していたが、その後打ち上げのチャンスが得られ

ずにここまで伸びてきていました。 今回のユーロコット社のロケットの主目的は、チェコの大気観測衛星など

でしたが、ロケットが小改良が進んで、ペイ・ロードに余裕が生じたということで、この度アメリカ、カナダ、

デンマークの 4 大学の衛星４基と此の日本の 2 基が、積み込まれたのでした。 先ずさきに、チェコの大気観

測衛星とカナダの宇宙望遠鏡衛星を分離した後、打ち上げから約９０分後に、中須賀研究室の超小型衛星「サイ」

などのキューブ・サット計６個高度約８２０ｋｍの円軌道に順次投入した模様。 

キューブ・サットの大きさは 10cm 立方、1 kg 。「X I(サイ)」は太陽電池で発電し、アマチュア無線で通信

を行う。 搭載カメラで地球の画像を中須賀研究室に送信した。 画像は、一般の希望者にも電子メールで配信

された。 

「サイ」の打ち上げに先立つ、先月２５日に、行われた東大・大学院工学系研究科合同定期研究成果発表会と記

者会見でも、応用化学専攻の平尾教授を拠点リーダーとする「化学を基盤とするヒューマンマテリアルの創成」

の４大マテリアル化学プログラムの話が主軸をなしていたが、「未だ打ち上げてはいませんが、、、」で始まる

中須賀助教授の、自信に満ちた、理路整然たる、キューブサットの研究紹介とその設計・組立、地上実験の経過

報告は大迫力で、詰めかけた記者達の興味を一挙に奪い取ってしまったという。 特に、此のキューブサットの

製作打ち上げ実践のミッションは、打ち上げそのものよりも研究設計製作を通じての、工学的実践教育、プロジ

ェクト・マネージメント教育として一貫して役立つこと、工学的目標ミッションとしては、超小型衛星のパス（基

本要素）が宇宙に上がっても設計通りに正しく働くことの検証実験、アマチュア無線帯を使った様々な通信実験、

さらには搭載カメラによる地球画像の取得とその画像の転送実験の３点が強調され大いに会場は湧いたという。 

註：[キューブ・サット] スタンフォード大学のロバート・ツイッグス教授から提案された 10cm 立方,1kg 以

下の超小型人工衛星の呼称。 国際的に認められつつある。 学生などが、衛星の設計製作など衛星開発のすべ

ての基本プロセスを経験し更に打ち上げて実際の世界での挙動を知ることにより実践的な宇宙工学教育を施す

ことが出来ると提案された。 ２００１年末に完成していた東大の「サイ」、東工大の 2 基が先陣を承ったが、

打ち上げは遅れていた。 

戦前の国際的拉致事件：（２） 日本側の対応（其の一）、、の巻 

1940 年１月２１日正午頃、房総半島南端野島崎灯台から、約３５海里の海上に突如現れた、英国巡洋艦によっ

て、日本郵船・桑港（サンフランシスコ）定期航路の客船浅間丸が、発砲によって停船を命じられ、午後１時頃、

英海軍臨検隊が、ピストルを擬して乗船して船長室に現れ、浅間丸の船客であるドイツ人２１名の引き渡しを強

要したところまでを１月 22 日朝刊の東京日々新聞の報道から伝えました。 以下同新聞の続きです。 

英艦が浅間丸臨検、乗客のドイツ人拉致 

[昭和１５年１月 22 日 東京日々] 

[浅間丸渡部船長の談話の続き]、、、 

「、、、私は、欧州大戦勃発後、９月末神戸に帰航した船にも乗っていたが、英艦から左様な要求を受けたこと

はないから、ドイツ人船客を貴方に引き渡すべき理由はない、と一応拒絶しました。 これに対し英士官は、、、、、

それは船客が大戦前乗船の船客であったから左様な処置は受けなかったが、本船の船客はしからず。 とあくま

でドイツ人の引き渡しを要求された。 其処で私は更に、しからば何か証拠があるか。ドイツ人を連行するなら
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ば一応調べてからにして下さい。 と申し立てたところ、向こうは既に調べていたと見え、、、、、 貴船客ド

イツ人中、軍籍にある 21 名だけの引き渡しを要求する。と言うのです。 それに対し私も、危急の場合ではあ

るがいろいろ考えた結果、英艦の方では既に、ドイツ人船客が米国で乗船の際の旅券その他を十分証拠を聞きつ

けた上での要求であり、しかも場所が、残念ながら日本の領海外であることなどを考えて遺憾ながら国際法によ

って交戦国の権利を行使する以上反駁しても仕方がないと諦め、ドイツ人船客の取り調べをやむなく承知しまし

た。 船客中には、我が外務省に直ちに無電して救援を求めよと言うことを主張する人もあったようですが、先

頃独貨拿捕令で問題となった山陽丸のような場合と違い、今度の場合は明らかにドイツ本国に向かって帰るドイ

ツ人であり、しかも敵国ドイツの戦闘力を増すと認められる以上これ以上抗弁しても仕方がないと考えたわけで

す。」（後略） 

[英大使に厳重抗議、抑留者の引き渡し要求] 

=昭和１５年１月２３日 東京日々= 

艦名不詳の英国巡洋艦が我が郵船浅間丸の船上よりドイツ人船客２１名を拉致し去った事件に関し、２２日外務

当局は午前に引き続き午後３時辛さから更に諸材料をとう備し、慎重審議を重ねた結果、取りあえず、午後十時

５０分、クレーギー駐日英国大使を外務省に招致し、谷外務次官より厳重に注意を喚起した。 即ち我が方とし

ては、たとい日英両国間に国際法上の見解が異なるとはいえ、今回英巡洋艦が取った措置は頗る非友好的であり、

帝国官民の斉しく不満とするところである、況やかかる行動は国際慣例を無視したものであり帝国政府は事態に

対し重大なる関心を示すものであることを通告し厳重抗議した。 

クレーギー英大使は午後１１時半辞去した。 

英の態度容認しえず、浅間丸事件に関し、外務省情報部では、谷次官の２２日のクレーギー英大使に対する抗議

後、次のごとく発表した。 

[外務省情報部発表 ２３日午前零時] 

２１日午後、房総半島沖において行われた英国軍艦のわが浅間丸臨検事件につき、谷次官は２２日午後１１時、

クレーギー在京英国大使を外務省に招致し、次の通り本件に関する帝国政府の見解及び抗議を申し入れた。 

1。１月２１日午後零時５０分、千葉県野島沖３５海里において、一英国軍艦は、ホノルルより横浜へ帰港の途

次にありし帝国船舶浅間丸に対し停船を命じたるをもって、右帝国船舶は零時五四分、北緯三四度三四分、東経

百四十度３１分の地点に停止せるところ、右英国軍艦は士官及び水兵数名を浅間丸に派し、国際法上の権利なり

として詳細の理由を説明せず、かつ同艦の艦名すら明示するところなくして、乗船ドイツ人２１名の引き渡しを

要求せり。 浅間丸船長は右要求を拒絶したるも、英艦の強力による前記ドイツ人船客の抑留措置を防止し得ざ

りしものなり。 

2。 従来帝国は一般に承認せられたる所に従い、公海において交戦国の一方が引き渡し要求し得るの中立国船舶

上の交戦国の他方の国民は、源に軍籍に編入せられおるものに限らるべしとの原則を執り来たれること、既に英

国側においても十分承知の通りなり。 右帝国の態度を十分承知しているにも拘わらず、帝国の近海において英

国軍艦が帝国船舶に対し前項のごとき強力処置を取りたることは、英国側の帝国に対する重大なる非友誼的行為

と看なさざるを得ず。 帝国としては本件を極めて重視するものなり。 

３。 帝国政府としては今回英国海軍が取りたる処置はこれを容認し得ざる所にして、右に関し至急英国政府の

十分にしてかつ根拠ある説明を要求するものなり。 帝国政府は右抑留せられたるドイツ人を帝国政府に引き渡

すべきことを要求することの権利を、あらかじめここに明白に留保し置くものなり。 

４。 今次英国側処置が既に帝国与論に莫大なる衝撃を与えつつある事実に鑑み、かかる行為が今後も繰り返さ

るるにおいては、帝国国民の対英感情はますます悪化すべきこと必至にして、帝国政府はここに日英国交の大局

より英国側の深甚なる考慮を要請するものなり。（続く） 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達(5) 徳島・蜂須賀補足と池田輝政(AU5) 

阿波・徳島の読者から早速のご指摘を戴きました。まことにごもっとも。 至鎮の父家政が、善政を布いた頃の

禄高は２５万八千石だがどうしてその子が１８万六千石か、何かの間違いじゃないか？そうなんです。 子が先

で、親が後から出来る芋は八つガシラと言う芋です。 で八須賀家と言おうなんて思ってませんよ。 ただ、子

の代の次に孫の代が来るのが順序なのに親の代が来ただけの話です、と申し上げておきましょう。 

関ヶ原の天下分け目で、南宮大社系の部下に大軍を与えて、西軍の主力毛利軍を支えさせたは此の家政の不明の

いたらざりし処と、、関ヶ原後、家政は城を返上、自らは剃髪し、さっさと仏門に入ってしまった。 家康は、
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おおよその察しを付けたに違いない。 毛利の西軍主力を支えた支隊は南宮山にあって、敵味方をつぶさに観察

して、その寝返り情報を見通しの位置の至鎮の機動小隊に、鏡か何かを使って素早く合図を送ったに違いない、

これは今後も使えるかけがえのない情報部隊だとホクソ笑んだに違いない。それをもっとも効果的な地理上の要

の地に配置することを考え阿波徳島に配置した。 その時は領主は至鎮であり、１８万６千石であった。 その

後も、至鎮は家康の情報担当として西国大名の動きを把握し家康の期待に十分応える働きを続け、１０年足らず

で、阿波徳島の隣一郡と、淡路島を加増され、２５万８千石の大大名に出世するが、急病を発して、３５歳の若

さで急逝してしまう。 お世継ぎは未だ乳飲み子であった。 家康のお声掛かりもあって、剃髪していた家政が

還俗、幼孫・忠英の後見となり実質２５万８千石を受け継ぎ、寛永３馬術名高き四国の一角、淡路、阿波徳島の

治世をゆるぎなきものにして、寛永１５年まで７０年の波瀾万丈の生涯を送ったのでありました。 これでお判

りかの。 

オキャーマの名藩主池田公がもとはと言えば尾張の産。 秀吉が、小牧・長久手で、織田信雄・徳川家康連合軍

と死闘を演じたときの、秀吉軍の清洲・織田の遠縁の猛将親子池田恒興・池田元助が相次いで戦死。 秀吉は元

助と乳兄弟の従兄弟輝政に池田本家を継がせ織田信長の嫡孫三法師秀信の岐阜城を守らせます。 秀吉の小田原

攻めで、先陣を承ったが徳川軍の応援を受け、その後、家康の奥州征伐から徳川軍の支隊となった関係で関ヶ原

では、ややこやしくも、東軍浅野幸長の攻める三法師岐阜城を守りながら南宮山の毛利軍を攻めるとんでもない

複雑な羽目に陥ります。 しかし家康は此の複雑にして重大な働きをこなしたことを良しとし、姫路城に配置換

えしますが、ただし有り金残らず城の徹底改修にはたくことをを命じます。 今の白鷺城の形に作り上げたのは

この時の「毒を喰らわば皿まで」状態での池田輝政の純粋な芸術性の発揮です。 日本一、いや、美的感覚から

世界一の城といえるかも知れません。 

孫の池田光政の代に岡山に転封され、一躍５２万石に加増され家来が足りず尾張、岐阜から多くの家来の縁者を

急遽岡山に移住させました。 これがオキャーマ弁と尾張弁が共通の曖昧母音を持つようになった原因とされま

す。 池田公が去った後の姫路城は譜代の酒井氏の居城となり更に小修理がなされて今の国宝の仕上がりになり

海内にその威容を誇るようになったわけです。 

他の尾張野出身の英雄とは一風変わった履歴と姫路城以降の芸術築城派で、とても尾張の出自と見えないところ

が此の家系の特徴かも。証拠としてのオキャーマ弁の来源も納得しましたか？ 
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パピーニュウス第 78 号（2003 年 7 月 19 日号） 

戦前の国際的拉致事件：浅間丸事件(3)：日本の対応（其の二）英反応の巻 

外務省当局と別に、当時の帝国海軍もこれに反応しました。次の新聞記事は、その間の経過をも含めて報じられ

ていますので、当時の政府部内での連絡情景、各省の出方立場も読みとれると思います。 

[海軍も外務省支援、強硬姿勢] 

=（昭和１５年１月２４日 大阪毎日(夕刊））＝ 

郵船浅間丸が野島崎沖合３５海里の海上で艦名不詳の英国巡洋艦より臨検を受け、同船上より獨人船客２１名を

拉致し去った事件に関し、有田外相は２３日の閣議前、午前９時３０分より１時間余に亘り首相官邸で米内首相

と会見、事件の内容を報告すると同時に、英国巡洋艦の取った今回の措置は頗る非友誼的なるものとし、２２日、

クレーギ英大使を外務省に招致、谷次官をして厳重抗議せしめた旨を述べ、帝国の国際法上の見解よりして英国

の態度は容認し得ざるものとし、英国の回答を待つこととなったと報告したが、更に午前１１時より開かれたる

閣議席上璧頭において、首相に報告したと同様全閣僚に対し、浅間丸事件については２２日のクレーギ英大使に

対し、抑留船員の引き渡し要求を内容とする厳重なる抗議を発せる旨を報告、これに伴う帝国政府の見解を説明

したところ、これに対し吉田海相より「本事件に関し今回外務省が取った措置は当然のものであり、海軍として

はあくまで外務省を支援する」と発言し、ついで各閣僚とも英国の非友誼的な行為に対し外務省が行える厳重な

抗議を全幅的に支持する旨の強硬なる発言あり、目下獨人船客を乗せ太平洋を航行中の郵船銀洋丸以下の後続船

については、再びかかる事件の発生を見ざるよう有効、適切なる措置を講ずると共に、英国政府に対し抑留獨人

船客引き渡し要求ならびに今後かかる非友誼的行為を繰り返さざることをあくまで要求することに、帝国政府の

廟議を決定した。 

[国際法上、英の行為は正当と英大使声明] 

＝(昭和１５年１月２６日 大阪毎日（夕刊））＝ 

浅間丸事件に関し帝国では、英国に対して不法拉致されたドイツ人２１名の返還及び邦船への今後の保証を求め

る一方、連日にわたり外務、海軍、陸軍の関係当局が協議、自衛手段を講ずることになり、また今次事件は帝国

の威信を失墜すること大なりとして与論憤激、反英気運が日に日に濃化しつつある折柄、クレーギ駐日英大使は

２５日午前１１時、東京麹町の大使官邸で新聞記者団に対し、次のごときステートメントを発表した。 

（英大使の声明） 

日本諸新聞に発表されたる記事および当大使館に多数日本国民諸君の来訪により表示されたる意見に基づきて

判断するに、今回の浅間丸事件に関する問題の諸点に幾多の誤解ありとの印象を受けた。 

たとえば日本船舶を単に停船せしめるという一事が、日本に対する侮辱なりとする論議のごときものである。 

余はわが日本の友人諸君に対して、わが英国が日本国の名誉に対し毀損的行為に出ずるがごときは実にあり得べ

からざることであると考える。 

交戦国が臨検のために中立国船舶を停船せしめ得る権利は国際的に十分樹立せられ、かつ日本においても確認せ

られている次第である。 事実、今次 China 事変中において日本海軍は英国船舶を停船せしめ、かつ臨検する

こと百九十余回におよんでいる。 ゆえに此の権利の行使に関しては、両国間に少なくとも異義はないのである。 

しかし日本においては浅間丸が、日本沿岸を去る僅々３５海里の地点に於けるがごとき近接せる海上において停

船せられるべきではないとも主張するものがある。 国際法に従えば、交戦国が中立国船舶を公海上、すなわち

領海外いかなる地点において停船せしめ得ることも合法行為なりと認められている。 しかしてこれは日本海軍

の慣例とするところである。 例証を挙ぐれば,1939 年五月中、英国定期船ランプーラ号は香港沿岸を去る四

マイルの英領土内より観望し得る海上において、日本海軍により停船せしめられ臨検された。 余はランプーラ

号と浅間丸事件は等しく、其処に何らの侮辱的意見の存在せざりしことを確信する。 勿論二つの事件にはなん

ら直接の関係は存在しないのである。 

またここにドイツ国人の引き渡の事実に関する問題が残されている。 今の場合、国際法上の特殊なる解釈に対

し、これを支持し又は反対せんとするものではない。 余の了解せるところによれば、敵国の軍隊に服役する国

民のみが公海上の中立国船舶より交戦国の一方により引き渡し得るというのが日本の解釈である。 しかしロン

ドン宣言中の「敵国の軍隊に編入する」という字句は、捕獲審検所の判決により予備兵をも包含するという解釈

をされているのである。 しかのみならずドイツのごとくに組織されたる国家の場合においては、予備兵を包含
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する戦闘員の拉致と軍務適齢のすべての男子の拉致とは、実際上相違するところなしとする意見を抱懐する向き

もあるのである。 英国はこの後者の意見に従い、またドイツ自身もこの解釈に従うもののごとくである。 そ

の例として、ドイツ駆逐艦がスウエーデン汽船クロンプリンセサン・マーガレタ号上より昨年９月２４日、英国

漁夫２１名を拉致する事件あり、またバルチック海上において中立国船舶より若干名のポーランド人がドイツ海

軍により拉致されたこともある。 今次大戦中、数回にわたり中立国船舶より軍務適齢のドイツ国人を拉致した

る事実があったが、日本を除いた他の中立国の態度はわが権利に対してなんらの異議のなかったことを指摘した

い。 

かくて英国と日本との両国間に生じた唯一の問題は国際法上、ドイツ政府の費用においてその軍隊に服役すべく

帰国の指令に接し、その途上にありし軍務適齢のドイツ国人を中立国船舶より拉致し得るや、またかかる行為が

ドイツ国ドイツ軍隊の現役員にのみに限定せらるるやというにある。 この問題は両者間において憤激すること

なく、冷静なる雰囲気のうちに解決し得るはずである。 かかる希望を持って、この問題の論点に関し、余の観

察に基づき簡単なる説明を試みんとしたのである。 （続く） 

脚注) これも読者からのご指摘ですが： 

司馬遼太郎著：「坂の上の雲」には、日清戦争の際、清国兵（軍装）を満載した英国船舶を、東郷平八郎司令長

官は撃沈したが、国際法によって明らかに戦闘員であり、英国からは大して執拗な抗議はなかったと書いてある

そうです。 尚、東郷は、英国船員は全員救助したが、清国兵は一人も救助しなかった（つまり未必の故意の皆

殺し＝ズバリ戦闘員ですから）とのことです。 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達（６）山内一豊と浅野幸長 

我々戦前の修身教育を受けた経験者にとっては、小学時代に既に歴史ではなく、山内一豊の名を頭に刻み込まれ

ていた。 それは、不思議にも、一豊直接でなく、「山内一豊の妻」の旦那としてである。 寧ろ、男尊女卑、

封建教育の戦前の修身教育には「山内一豊の妻」の内助の功こそ、絶対不可欠の要素だったのである。 イヤな、

嫌みな世の中だったんですねえ。 しかしトニアレ、一豊の妻の名は知らされずとも、その存在は、小学生の記

憶の中で光り輝いていたと思います。 

大きくなって知らされた一豊夫人の名は尾張野の地名の一つ「お千代さん」でした。 一豊自身が、何処で生ま

れたかは、尾張の西北部で２説があります。 というのは、彼の父は既に織田信長の上級士官級の家来で、尾張

木曽川町黒田城、か岩倉城かのお城勤務時代のいずれかで、生まれているはずだということです。 有力説では

伊勢守信安が、信長に盾突き黒田城に滅ぼされたとき一豊の父は、黒田城の城代であったとされ城と運命を共に

し（その説では一豊２歳）その後一族に連れられ岩倉城に移ったとされています。 

長じて、清洲城の信長の下級武士として鳴かず飛ばず、漸く一族を支えてくれた武家の娘を嫁に迎えます。 お

千代さんは常日頃、一豊がどうしてでもいい、出世の糸口を掴んで呉れることをこいねがい、質素倹約に励み、

コツコツとへそくりを溜めていました。 ある日、馬には特別ご執心の信長が近々馬揃えを行うと振れが出、諸

国の馬飼いが馬を売り込みに城下を訪れました。 一豊も、その内の惚れ惚れとする一頭に心を引かれましたが

爪の先に灯をともすような下級武士の身、家に帰っても落ち着かず、お千代さんの前で遂にため息をもらしまし

た。 

こんど馬揃えがあるが、また俺は目立つことが出来ぬ、と。 城下に馬飼いが馬を曳いてきたことを聞いていた

お千代さんは、その内の駿馬は値いかほどかと聞きただし、へそくりと、親が鏡箱の中にそっと入れてくれてい

た緊急救恤金を全部取り出して、今こそ、おかみにご奉公するとき、ぐずぐずせずすぐその馬を買い取りなさい

と、馬の尻ならぬ一豊の尻をひっぱたいたのです。 

信長が馬の目利きに優れることは、大分前の章で述べたとおり。 馬は普通に手入れし、馬具を飾り立てる武士

共には目もくれず、信長は、馬具は実用品質素ながら手入れが行き届いている一豊の駿馬に一瞬にして目を奪わ

れます。 「余の乗馬に差し出せ」と命ずる信長に、打ち首覚悟の一豊は偉い、「そればかりは、、、」とお千

代さんの内助の功の一部始終を話し「、、、ご勘弁を」と許しを乞います。 信長は、ものもいわずその馬に飛

び乗るや、単騎駆けて、一豊の家にいたり、お千代さんにそれを確かめます。 生活の実状とお千代さんの平伏

土下座して夫の許しを乞う姿に感激した信長は以後何かと山内一豊に目をかけ、妻女は息災かと声をかけるよう

になったと言います。 信長上都の後秀吉の軍に加わり、戦功を重ねて、漸く一軍の将となるのです。 信長は

一挙に取り立ててはいないのです。 それが取り立てられた者にとっては居辛いありがた迷惑の負担モノであり、

また嫉み妬みで駄目にされた者数知れぬことを信長は知り尽くしていたからです。 秀吉の四国攻めで、越智、

長曽我部、を和戦両様の構えで屈服させて、土佐一国を約束されますが、、、。水際だった知謀があるわけでな

い一豊を凡庸と決めつけ唐入りに参加しなかったことで、秀吉は約束を半端反古に世を去ります。 内心忸怩た
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る山内一豊、迷い迷った挙げ句の関ヶ原では遅蒔きながら東軍につき、家康から予定通りの土佐一国２０万石を

安堵されています。 三つ葉葵ならぬ三つ柏の家紋にしたのはこの時からと言われています。 

あるまじき勅使下向の春弥生、殿中刃傷に及んだがニックキ上野介には蚊が刺したほどの傷しか負わされず、自

らは切腹お家断絶の目にあった浅野は関ヶ原から百年目の浅野分家赤穂浅野での出来事。 「此処で遭ったが百

年目」はそれがもし千載一遇の出会い頭でも事を慎重にせよと言う反面教訓。 それはさておき、、、。 

尾張野の西部で藤吉郎の配下となって以来、後に秀吉の天下となるや五奉行の一人に取り立てられる浅野長政は、

藤吉郎に因果を含められ、長いこと前田利家の配下を勤めます。 折角秀吉時代なって急に取り立てられても、

居具合が悪く、すぐ五奉行を息子浅野幸長（ヨシナガ）に譲り引退します。 この世襲五奉行に石田三成が、皮

肉を浴びせたのが決定的に関ヶ原の対陣で、尾張野出身の武将を大半徳川方につけて向こうに回す結果となる三

成の思い上がりの大失策でした。 

幸長の初陣は、父長政について秀吉の小田原攻めに参加したときで、幸長十五歳で大活躍であったとされます。 

唐入りの際は二度も渡海し、二度目の有名なウルサン攻めでは陣頭指揮を勤め、負傷を押して奮戦して敵味方に

剛勇を謳われました。 

関ヶ原合戦では石田三成打倒の執念に燃え、信長の孫、三法師の守る岐阜城を陥れ、決戦の日、家康の後方陣を

承ったはずが、役目大丈夫と隊を割って、小隊を以て南宮山に斬り込み小競り合いながら、東軍の勝利の糸口を

つけました。 この功績により甲府二十二万石から和歌山三十七万四千石に封じられますが、関ヶ原から僅々八

年目、ウルサンでの弾傷が因とも言われる病で三十七歳の若さで世を去ります。 跡目は弟の長晟（ナガアキ）

が相続し、大坂冬の陣夏の陣に家康の本陣護衛を務め真田幸村の奇襲から家康を救った功績により、不動と言わ

れた福島正則・広島五十万石を譲らせ、四十二万石で移封し明治まで不動であった。 家康は長晟に更に三女振

姫を嫁がせ室とした。 家康がこの命拾いをどんなに有り難がったかが察せられると言うモノ。 更に浅野首筋

に逆分家を許し赤穂に封じましたが、勅使下向トラブルは表向き、裏には製塩業生産地同士の根深い角逐もあっ

て、吉良吉田の藩主上野介の術中に手玉に取られて絶えます。 広島・浅野は、明治まで続き、以降も軍都とし

て栄えるだけの素地を作り上げていたわけです。 

尾張野の英雄達（付録）：英雄呼ばわりしないが町名は今も残る 

郵便切手じゃないが江戸は徳川家康が４００年の昔此処に幕府を開府して、三河から此処に移った。 当時も今

も、酒屋や味噌溜屋には三河屋さんが多い。 織田・豊臣の尾張屋さんは、明治以降のきしめん屋だろう。 そ

んな中で、江戸の町名から東京府、そして今の都の町名まで生き残っている尾張出身者ゆかりの町名をご存じだ

ろうか？、、、 おれ地理には弱いんだ！、、、 言ってくれるね、じゃ一体何に強エんだ？、、、 唄だね、

カラオケなら OK ってもんよ、、、。 じゃ、知っていておかしくない、今はナツメロだがね？、、、 フラン

ク・永井がひっさげて、大丸と一緒に東京進出した、ほらアレヨ！、、、 まさかテメエ、銀座４丁目を尾張町

って呼ぼうってんじゃねえだろうねえ？、、、 そんなフランク・永井はオラ知らねえ、、、 ほらあるじゃな

いか、 ♪あなたを待てば雨が降る、、、 てえ下手な天気予報みたいの。、、、 何だそんなカラオケの幼稚

園見たいの、それ「有楽町で会いましょう」て言うンダゼ、何が尾張だよ！ ハ、ハーン、カラオケ一本槍で他

に趣味道楽やったことないな？ お茶とかお花とか、骨董焼き物とか？ 人間の幅が狭いな、どぶ川位っきゃな

い、幅がよ？ まあ、水道のからん締め切り忘れたときのツーと垂れる水のように細い趣味しかない人はしょう

がないが、偶々その細い趣味が、奥深くなると、こういう有楽町のような町名が残るかも知れません。 

織田信長の末弟に、長益というヤットウは得意でない学問も不向きだという、今なら登校拒否するようなショウ

ムナイ男が居ました。 部下を持つことも嫌い、だけど信長が偉すぎる、その弟。何処と言って取り柄はないが、

言いつけたことはする、仕方なく信長に仕えておりました。 本能寺の変で信長の死後は、秀吉の部下となり仕

えておりました。 秀吉が気まぐれに茶の湯にこり始めた頃から、この、兄信長に比べようなく覇気のなかった、

長益の目が輝いて来、千利休をして、茶道は長益殿、と言わしめる様になり千利休の直弟子に取り立てられます。 

不登校児や学科に興味がなくても何かに急に打ち込んで天才的な実力を示す事があり得ます。 長益の例がいい

例です。 茶の湯への打ち込み様は尋常でなく此処に将に生き甲斐を感じ、何か閃きを得たかのようだった様で

す。 利休は、茶道では、袱紗の裏表、武者小路家に伝えた流儀の３千家流を残しますが、他に長益に有楽斎（ウ

ラクサイ）という号を名乗らせ、彼一流の茶の湯の才能を開かせたのでした。 茶の湯のお手前より、茶の心と

その茶道具に打ち込み、有楽斎流、いわゆる楽流の茶道具を自由気ままに色々楽しむことを人々に教えたようで

す。 

関ヶ原の合戦には、家来というより、武士で楽流の弟子４５０名程が集まり、徳川に味方し南宮山の南方で、織

田有楽斎徳川方にあり、と気勢を上げたので、後日家康から武人としてでなく特別の報奨として、奈良山辺郡３

万石の領主となりました。 大坂・冬・夏の陣ではそれぞれ徳川家の支社として、淀君に降伏勧告の使者として

仲介の労を執りましたが、淀君の答えは家来によって無視され不成立だったようです。 晩年まで３万石の碌で
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したが、願い出て、息子の長政、尚長に、それぞれ１万石を譲り、自らは１万石に甘んじ、もっぱら江戸有楽町

の邸で、茶道に打ち込んだ様です。 

千利休割腹前の、秀吉時代の京都の有楽斎邸の一角の、「如庵」という庵が、どうにか原型が判る程度で残され

ていたことが判り、現在愛知県・犬山遊園地の一角に移設復元され、国宝に指定され、残されています。 利休

千家流とも少し異なって自信なさげな、古びた中のしっとりさを押しつけてくる、まことに質素な庵です。 有

楽斎が、千利休から一人立ちした頃の茶の湯道場で、此処で、侘び、寂、楽、等々の習いを稽古した彼の道場で

す。 ４００年の月日は感じられません、彼の人柄が伝わってきます。 （終） 
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パピーニュウス第 79 号（2003 年 7 月 26 日号） 

戦前の国際的拉致事件：浅間丸事件(4)：英大使声明以後の動き 

島国根性による国際思慮の欠如や、神国教育による孤高・排他に昂ぶる人々も、この英大使の、国際法の解説と

例示特に、帝国海軍も結構頻繁に、中立国船舶の強制停止・臨検をしている事実を知らされて、鳩が豆鉄砲を喰

わされたのであった。 ２国間問題はさておきの国際法上の問題と気付かされたのでした。 

個人的な島国根性が、結構、未啓発な儘のジャーナリズム社会を助長していて、ニュース性ばかりが先走り、国

際的啓蒙がおろそかになり、結果的に、明治ジャーナリズム社会から脱皮できぬ儘、国粋主義ジャーナリスト・

徳富蘇峰（文学者・徳富蘆花の長兄；蘆花は明治３７年兄弟の縁を義絶)が再び息を吹き返して、大正・昭和リ

ベラリズム何するモノぞと、日本のオピニオン・リーダーになろうとする素地を与え、昭和１3 年には、「青少

年学徒の動員に関する詔勅」を蘇峰が起草して、昭和天皇に迫り、翌１４年に渙発させている。 これがこの事

件のすぐ後の全国的なすべての学校(女学校・大学を含む)に於ける軍事教練、配属将校制度、そして、学校生徒

の軍需工場等への動員等又更には学徒出陣の一大免罪符として作用する、その直前の国際事件であったのです。 

こうした社会背景を踏まえてお読み下さい。徳富蘇峰については稿を更めて書き記してみたい。 

[有志代議士が協議会結成] 

（＝昭和１５年１月２６日 東京日日＝） 

浅間丸事件は衆議院各派をして遂に決起せしめ、２５日午後２時半から日比谷の衆議院議長官舎に各派の有志代

議士二十余名が出席、璧頭阿部海軍省軍務局長、須磨外務省情報部長より同問題の経過につき説明を聴取し協議

した結果、直ちに、外交問題各派有志協議会を結成、左のごとき声明を発すると共に「浅間丸に関する事実調査

委員」六名(氏名特秘)を選出し、徹底的に事態の真相を訊した上、院内外に於ける運動に乗り出すことを申し合

わせて、５時散会した。 

[声明] 

東亜新秩序建設は帝国不動の国策である。 しかれどもこれが完遂のためには内、国内態勢を刷新強化し、外、

外交の重圧を克服しなければならぬ。 近時外交問題はますます重大かつ複雑を極め、国民をして向かうところ

を迷わしむるの感がある。 われらここに外交問題各派有志協議会を結成し、帝国の執るべき確乎たる外交方針

を討究かつ樹立し、以て今後の時運に対処せんとするものである。（後略) 

[法律論の英政府回答。外相が再抗議] 

（＝昭和１５年１月２８日 東京日日＝） 

浅間丸事件に関する英国政府の正式回答をもたらして、クレーギー英国大使は２７日午後二時、麹町三番町の外

相官邸に有田外相を訪問、右回答文を手交するとともに、正味二時間に亘り回答内容にを中心にあらゆる角度か

ら浅間丸事件に関し全般的討議を行ったが、同日の会談では何らの結論に到達せず、両国の見解ならびに主張の

相違甚だしきを認めたので、来週早々続開を約して会談を終わった。 

クレーギー大使は、先ず事件に関する英国側の国際法上の見解を詳細に披瀝した長の回答文を有田外相に手交し

た後その要点を説明し、英国は国際法規に準拠して浅間丸を臨検し、乗船中のドイツ人２１名を拉致せるモノで

あるから、日本政府が２１名の引き渡しの権利を留保すると言うが如きは筋違いである。 かかる主張には聴従

する能わずとて、法律論一点張りで、問題の解決に当たるの態勢を示し来たった。 

これに対し有田外相は同日の会談では特に事件の法理的解釈論に入ることを避け、帝都の近海で行われたこの種

事件が日本の国民的感情を刺激し、ひいては日英国交上に及ぼす影響等につき帝国の立場を強調し、かつ英国が

同種事件を繰り返すにおいては日本国民の感情は更に悪化することは必定である点を指摘し、英国が単なる法理

的解釈の立場を離れ、両国国交調整の大局的立場に立ち政治的考慮を払わなければ、到底事件の円満解決は期し

得ないとして、英国政府に対し厳重再抗議の申し入れを行った 

クレーギー大使は日本政府の主張を本国政府に伝達すべきを約し、回訓到達次第、来週早々交渉を続開すべきを

申し合わせ、物別れの形で同日の会談を綴じた。 

＝(外務省情報部発表２７日午後８時３０分）＝ 

浅間丸事件に関する有田外務大臣及び英国大使クレーギーとの会見は本２７日午後二時、外相官邸において行わ

れたが、席上英国大使は本事件に関する日本政府の抗議に対する英国政府の回答文を外相に手交した。 同会見
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においては本事件に関する全般的討議が行われ、相互にその見解を主張した。なお本事件に関する交渉を来週続

行すること、並びに前期英国政府の回答文はここ数日中に東京及びロンドンで同時に発表することを申し合わせ

た。 

＝（須磨情報部長談）＝ 

英国大使のもたらした公文は長文のものだが、英国側の法律的見解の陳述に終始している。有田外相は今回は法

律論には入らず再応帝国の立場を強調し、大局上の見地から厳重英国側の考慮を求むることとなった。 （続く） 

パピイの昔語り：尾張野の英雄達（付録２）歴史小説「蟹江川」の正勝と藤吉郎の出会い 

話をはしょっておきましたが、小六正勝と、藤吉郎よりもその又小さい頃の日吉丸が、 矢作川の橋の上での出

会いが古くは一般的でしたが、今川義元の思惑もあって、当時長いこと増水にかこつけて、矢作川の橋は、落ち

たままになっていたのは紛れもない事実となって見れば、藤吉郎と蜂須賀小六正勝とは別の出会いがなくてはな

りませぬ。 斉藤攻めの要の墨俣の一夜城は、これも紛れもなくそれまで尾張のアウト・ロウで名うての小六一

家の渾身の総力を挙げた、一世一代伸るか反るかの大一番であって見れば、藤吉郎が初対面で急に小六を口説い

たなどと言うウソは絶対に通らない。 それより以前に可成り固い約束がついていないと此の大バクチに小六が

簡単に乗るはずがない。 

昨平成１４年秋文化の日に、栄えの文化勲章を受章された女流小説家杉本苑子さんが、奇しくも３６－７年も前

に発表された歴史小説「蟹江川」に、その二人の出会いを題材に、そしてそれが墨俣の一夜城の伏線であったろ

うことをほのめかして書かれています。 執筆当時まだ、矢作川の橋がなかった等という歴史考証は多分なかっ

た頃で、蟹江川（註：現、大江用水）の土手に場所を設定されていた杉本さんの慧眼に驚くばかりです。 それ

はさておき、「蟹江川」の、その二人の出会いのあたりを成る可く忠実に引用してみましょう。 中に一二本関

係ない小枝を取り払いますが。 

 （前略）、、永禄三年（1560）、春の初めだった。清洲城下の南、甚目寺村の隣の西大門村にある遠縁に用

があって出向いたもどり道、蟹江川沿いの土手の上で、正勝と従者３人が一休みしている所へ川下の方角から百

人ほどの隊列が近づいてきた。 大将はと見るとこれが二十七、八の猿によく似た若者なのである。 かろうじ

て当世具足を身につけてはいるけれども、乗っているのは、所々毛のすり切れた老いぼれの農馬、、、。同じく

百姓馬３０頭ほどの背に、積ませているのは火縄*)らしい。 

正勝主従のそばまで来ると、若者は鞍から伸び上がって、「休止だあ、みんな休め、荷駄に水を飼え」と怒鳴っ

た。 小粒のくせにビックリするほど声が大きい。 河原へ降りていくけらい共とは逆に今来た道から土手に跳

び上がると、「すみません、火打ち石を拝借できませんか」となれなれしく蜂須賀主従に声をかけてきた。 

むっとして正勝は相手の腰に目をやった。 

蛙の腹ほどもふくらんだ火打ち袋を、若者はぶら下げているではないか。 「いやあこれですか、こいつは違う

んですよ。」いいざま袋をはずして、中身を草にぶちまけた。 銅銭であった。 

「火縄を買い、馬を買い、槍を買って、未だこんなに残っている豪勢でしょう。」酷く愉快そうである。 そし

て名乗った。 

「私は清洲の織田信長どの仕え、火縄奉行を承っている木下藤吉郎という者です。 お見知り置き下さい」 

あやうく正勝は吹き出しかけた。 其処で藤吉郎がいい繋いだ。 

「上様の特別の思し召しで今度火縄奉行に抜擢された。 ついては馬を貸してくれないか」 

「馬鹿言うな、仮にも年上のわしに向かって」。 

正勝は腹の中で「此の若造が」と思いつつ「お断り申す」と返した。 「くゆるなよ、俺が一城主になって尻尾

振ってきても知らないぞ」と口に出そうであった。 

藤吉郎は決して悪びれたところもなく、「あなたは蜂須賀村の豪士、彦右衛門正勝どのでしょう」とずばり言い、 

「自分は織田家中の軽輩に過ぎず、あなたほどの人に何も申し出る資格も今はないが、やがて人がましくなれた

暁にはお迎えに参上したいと思う、助力して下さるか」と尋ねた。 

口つきの真摯さ、かげりのなさに、苦笑しながらも正勝は強く魅せられた。 

「次々に主家を離れ、今は一介の痩せ浪人に過ぎない私です。 お役に立つときがあれば喜んで馳せ参じましょ

う。」 
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決意より先に誓いが口に出た。 藤吉郎は大変喜んで、辞退する正勝の手に、「近づきのしるしです。」と無理

やり脇差しを握らせた。 みすぼらしい彼の装具の中で、それはずば抜けて見事な一振りであった。 

「旧主人松下嘉兵衛どのからの拝領の品、いわば私の魂です。 あなたに預けます。」 

美濃攻め開始の直前、藤吉郎の招きにより、正勝は立った。 墨俣の川べりに一夜にし て出現した幻の城、、、。 

一振りの脇差しは藤吉郎の人生を軌道に押し上げ、正勝の後半生を大きく変えたのである。 何故か不思議に信

長の敵にばかり回り続けた不運から彼は今こそ決別したのだ。 その時正勝４１才。 永禄９年６月の初めだっ

た。」 ー以上が「蟹江川」のさわりー 

此の後、正勝は２０年間、秀吉の右腕となって忠誠をつくし、幾多の功績を挙げ、天正１４年（１５８６）５月

永眠享年６１歳。 秀吉の信頼 も厚かった正勝は大坂城外楼のほとりの自宅の脇に葬られたが、大坂城拡張の

際天王寺に移され、昭和４６年に、徳島市眉山中腹に移され、徳島市を見下ろしているという。 

＊氷室註）火縄：織田信長は鉄砲の威力を知るやこの武器の応用に夢中になった。 弾、火薬、火縄について、

実によく勉強している。 中でも、火縄が火縄銃にとってどれほど大切なモノかを知る、時の武将の中での第一

人者であった。 その素材について、良く研究している。 一般の檜皮（ひわだ）楮三つ又などよりも、信長軍

は当時まだ珍しい綿花、竹の皮を檜皮などにうまく混用し使っている、今なら特許モノだろう。 城下の農家の

雨の日や夜なべ仕事として縄になわせた火縄を集めて来て、城内で、硝石液をかけて干して仕上げたモノと思わ

れる。 織田軍の鉄砲隊が三段がまえの釣瓶撃ちが出来たのは実に優秀火縄に負うところ大であった。 （この

項終り） 

童謡・童話知りいず（3）：満蒙教育委員会が掘り出したもの 

大陸侵略がいいことだと言うつもりは毛頭ありません。 その意味で、戦時中の昭和１３年愛染かつら、シリー

ズ等の全国的な活動大写真のブームに乗って、大陸侵攻の夢のロマンで彩った純愛映画、「三日月娘」が大ヒッ

トしましたが、第二次大戦下では、恋愛モノ御法度、戦後は大陸侵攻モノ御法度で、流石の第一興商のカラオケ

にもあれだけ全国流行して、小学生まで口ずさんだ「三日月娘」が収録される気配さえありませんのに、、、片

や、一方では、国立芸大の声楽科の歌曲の中には、満蒙教育委員会が掘り出した童謡が格上げ「歌曲」の美名に

隠れて、正課に使われたりしました。 

いいモノはいいのでしょう。 それとも加藤まさおは駄目で、北原白秋や山田耕筰ならいいのかな？ 私はそう

いう一貫性のなさ非普遍性は嫌いです。 童謡ではありませんが兎に角「三日月娘」を、、、思い出しておきま

しょうか。 誰の作詞作曲かは知りません。 

 ♪幾夜重ねて砂漠を越えて  明日はあのこのいる町へ 

 ♪鈴が鳴る鳴る駱駝の鈴が  思い出させて風に鳴る。 

 ♪恋は一目で火花を散らし  やがて真っ赤に燃えるモノ 

 ♪あのこ可愛や三日月娘   思い出させて風になる。 

大正時代の満蒙教育委員会の第一回の公募の話は書いたとおり、加藤まさおの「月の砂漠」でしたが、その後、

大正１４年頃北原白秋が「ペテイカ」（楽譜タイトルではペチカ；歌詞の中ではペイテイカ）が選定され山田耕

筰が作曲し残って戦後歌曲になっています。 

 ♪雪の降る夜は  楽しいペテイカ  ペイテイカ燃えろよ 

  お話ししましょ  むかしむかしの、、燃えろよペチカ 

 ♪雪の降る夜は  楽しいペテイカ  ペイテイカ燃えろよ 

  表は寒い  クリやクリヤと  呼びますペチカ 

 ♪雪の降る夜は  楽しいペテイカ  ペイテイカ燃えろよ 

  誰だか来ます  お客様でしょ  嬉しいペチカ 

 ♪雪の降る夜は  楽しいペテイカ  ペイテイカ燃えろよ 

  じき春来ます  今に柳も  萌えましょペチカ 

 ♪雪の降る夜は  楽しいペテイカ  ペイテイカ燃えろよ 

  お話ししましょ  火の粉パチパチ  はねろよペチカ 

（大１４・５月「子供の村」） 

更にその頃、童話に応募した、満州（現、中国東北部）の日本語小学校の女教師の方があり、これは満語で語ら

れるこの地方の民話・寓話の類から日本語化して応募したのだと添え書きされて、童話と童謡で、一躍有名にな

ったモノがありました。 「人間万事塞翁が馬」とも並び称されるべき教訓的なモノと思います。 「待ちぼう
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け」です。 歌は満蒙教育会から委嘱された北原白秋が童話の筋から作詞し山田耕筰によって作曲されて楽しい

軽快な旋律で間奏まで自然に覚えてしまうほどです。 

 ♪待ちぼうけ、待ちぼうけ、  或る日せっせと野良稼ぎ、 

  其処へウサギが飛んで出て  コロリ転げた木の根っこ 

 ♪待ちぼうけ、待ちぼうけ   しめた！これから寝て待とうか 

  待てば獲物は駆けてくる   ウサギぶつかれ木の根っこ 

 ♪待ちぼうけ、待ちぼうけ、  昨日鍬取り畑仕事 

  今日は頬杖日向ボッコ    うまい切り株木の根っこ 

 ♪待ちぼうけ、待ちぼうけ   今日は今日はで待ちぼうけ 

  明日は明日はで森の外    ウサギ待ち待ち木の根っこ 

 ♪待ちぼうけ、待ちぼうけ   もとは涼しい黍畑 

  今は荒れ野の箒草      寒い北風木の根っこ 

（註：楽譜の中の歌詞はセッセコ）（大 14.5 月「子供の村」） 

人に驚いて飛び出して切り株にぶつかって目を回したウサギ、もう此の黍畑にやってきた 後のウサギだったと

したら、、、。 たとえ切り株だらけにして、千年待っても、もうこんなボケウサギが切り株にぶつかるような

僥倖はないでしょうね。 そんな僥倖を今日か明日かと手を拱いて待っているより、地道に働くことの尊さを、

此の寓話は教えていたのですね。 （続く） 
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パピーニュウス第 80 号（2003 年 8 月 3 日号） 

戦前の国際的拉致事件：浅間丸事件（５）：妥結に向けて解決案（ 終回） 

法的解釈を云々すればきりがない、法理論を展開すれば折り合うすべはない。 いわゆる、智に働けば角が立つ、

情に棹させば流される、とかくこの世は住み難いじゃないが、交渉は行き詰まるかに見えたが、裏の思惑が働い

たか事態急転して解決案が飛び出しこれを英国側が条件付きで検討することとなった。 更にほぼ原案で、受諾、

引き渡しドイツ人が高級船員を除く点で日本側が手間取ったが、、、結局当面果実ありとして進捗。(残念なが

ら新聞スクラップ欠除) 

[ドイツ人一部引き渡しで妥結] 

＝（昭和１５年２月 4 日 東京日々（夕刊）)＝ 

2 日夜の谷・クレーギー会談で浅間丸事件に関する日英交渉は、既に既に両国政府の政治的見解が出尽くし 終

的折衝の段階に立ち至っていたところ、２日午後１１時、クレーギー大使は外相官邸に谷次官を訪問、本国政府

の訓令に基づき別項の如き解決案を受諾することを明らかにしたので、引き渡し漏れとなるドイツ人（高級船員）

に対する交渉を残し、２２日外交折衝が開始されて以来約２週間で、さしも難行が予想された浅間丸問題は一応

解決することとなった。 世って有田外相は３日正午、院内において吉田海相と 後的打ち合わせを遂げ、直ち

に米内首相と面会して事件解決の経過並びに結果を詳細報告した。 なお、日英両国政府の法理的見解を明らか

にした公文は、右解決の顛末とともに４日午後、東京及びロンドンにおいて同時に発表せられることとなった。 

[解決案骨子] 

浅間丸事件に関し日英間に成立せる解決案骨子は次のごとくである。 

１．英国政府は浅間丸臨検の措置に関し、文書をもって遺憾の意を表明すること。 

１．帝国政府は将来交戦国人の本邦船乗船に対し特別の考慮を払うこととし、英国政府は本邦船に対する臨検を

行わざる方針を執ること。 

１．浅間丸の抑留ドイツ人中、下級船員（下士官）及び兵籍に関係なきものは、英国政府より帝国政府に引き渡

すこと。 なお引き渡し漏れとなる抑留獨人（高級船員）に関しては、帝国政府は今後とも引き渡し交渉を継続

する方針を堅持するものである。 

[法解釈は日英対立の儘、交換公文発表] 

＝（昭和１５年２月 7 日 東京朝日）＝ 

浅間丸事件に関する日英交渉は英国政府の２月５日付際回答公文によって解決の一段階に到達し、有田外相は６

日の議会で交渉経過並びに日英諒解の内容を説明し、かつ日英両国政府では同日午後五時（日本時間）、東京及

びロンドンで日英同時声明の形式で両国の交換公文を発表し、兎も角事件はこれを以て一つの解決をもたらした。 

しかしながら帝国政府としては決して拉致獨人の引き渡しを９名に譲歩したのではなく、なお公正、妥当なるそ

の法的根拠から２１名全員の引き渡し要求を堅持しているもので、この点については２月５日付英国政府の公文

に対する回答公文の形式で、適当の機会に帝国政府の見解を更に、英国側に通告することとなろう。 

なお日英諒解の要点は既報の通り 

 「1. 英国政府は先ず遺憾の意を表明し、 

  2. ２１名の内から９名を返還し、 

  3. かつ日英両国は、浅間丸事件の如き遺憾事を繰り返さない様に相互に友好的措置を講ずる」 

の三点からなっているが、その内 も重要なる拉致獨人の内９名の引き渡しは、日英両国間に引き渡しの時期及

び場所を打ち合わせの上で、成る可く早く実行されることになるであろう。（後略） 

[近海での英艦行動は不愉快, 海相言明] 

＝（昭和１５年２月１８日 東京朝日（夕刊））＝ 

吉田海相は１７日の衆議院予算海軍分科会において小山亮氏（時同）の質問に答え浅間丸を臨検した英艦はリヴ

ァプール型であると明言した。 小山氏は浅間丸事件に関し、「浅間丸の船長が英艦を認め停船を命じられた時、

何故鎮守府なり館山の航空隊なり、軍令部に打電して指令を仰がなかったかとの非難が国民間に強いが、もし仮

に浅間丸の船長が無電を以て海軍当局に指令を仰いだとしたら、いかなる処置をお採りになったか。 又第二、
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第三の浅間丸事件が起きぬとは断言出来ぬが、今後の場合に対してはいかなる態度を持って臨むつもりか。 公

海とはいえ日本の重要作戦圏内日本近海に艦名、艦籍の判らぬ怪軍艦の出没するのは、国民として危惧の念を禁

じ得ないし、又公海とはいえ英国が敢えてかかるかかる近海で臨検、拿捕の挙にい出るは、我が国に対する挑戦

的態度と思うが、如何？」と訊したのに対し、吉田海相は「浅間丸の船長が艦影を認めて、それを回避するため

に打電すれば、打電したことが拿捕の理由となるもので、拿捕を免れるために打電しなかったことは十分認めら

れねばならぬ。 又打ったらどうしたかというご質問だが、飛行機が飛んでいっても降りるわけには行かず、軍

艦を派遣しても現場は事件のすんだ後だったろう。 日本近海に怪軍艦が横行すると言われたが、怪という字の

付いたものは一隻もなく、皆判っている。 浅間丸を臨検した英艦は自分の見るところでは、リヴァプール型（英

国の 新式乙巡型、９１００トン、６インチ砲１２門、時速３５ノット、バーミンガム号等がこの型に属す＊註）

であるが、公海とはいえ玄関先でやるのは、法的はともあれ面白くない。 非礼であり非友誼的である。 今後

は法的に拘泥することなく、実質的に処理する考えである。」と海軍の毅然たる態度を表明した。 

*氷室註）：イギリスの、戦後まで生き残った 新鋭の巡洋艦：ベルファーストの写真を添付しました。 残念

ながらこの本文の内容とは直接の関係ありません。 (これは多分「甲巡」）TNX JA1AEC 

[抑留ドイツ人９人の受け渡し完了] 

＝（昭和１５年３月１日 東京日々（夕刊））＝ 

[横浜発] 既報、郵船浅間丸から英国軍艦に拉致されたドイツ人船客、油槽船船長ヘルマングロース氏以下２１

名中、今回わが方に返還されることになった９名のドイツ人は２９日午前８時半、英国仮装巡洋艦カニンプラ号

（10,985 トン）によって香港から横浜港外に到着し、同艦上で受け取りに出向いた外務省山田欧亜第二課長に

たいし、英国大使館付海軍武官タフネル大佐立ち会いの下に引き渡された。 去る１月２１日、浅間丸事件発生

以来４０日目、英国政府が去る 5 日付公文をもって返還引き渡しを帝国政府に通達し来たってから２５日目であ

る。 かくて全国民を憤激せしめた浅間丸事件解決の一段落たる９名のドイツ人引き渡しは、ここに実現したわ

けである。 （中略） 

[獨横浜総領事へ身柄引き渡し（横浜発）] 

英艦カニンプラ号から午前十時、感激の上陸第一歩を踏みしめたドイツ人９名は、直ちに横浜税関港務部長室に

入り、約２時間に亘りドアを密閉したまま受け取り使山田外務省欧亜局第二課長のがドイツ人の身分その他につ

いて、詳細尋問を行い、午後零時半、漸く完全に引き渡し手続きを完了、ドイツ大使館マルヒターラー書記官立

ち会いの上横浜駐在のゼールハイム総領事に対し、山田課長から正式に引き渡しを終わった。 大任を果たした

山田課長は語る。 

「今朝八時半、カニンプラ号に赴き、艦長室でタフネル大佐立ち会いの下に艦長ゲッテイング大佐からドイツ人

９名の引き渡しを受けた。 パスポートと本人を一人一人対照して、９時過ぎ引き取りを終わったが、携帯品な

どがあるので案外手間取ったが、艦長の応対は非常に親切丁寧であった。 上陸後、港湾部長室で、今一度、本

人の身柄、旅券、所持している書類、金などを一々照合して取り調べた上、獨大使館のマルヒターラー書記官の

立ち会いでゼールハイム総領事に身柄を引き渡した。 浅間丸から拉致されて香港に着いてから、香港の対岸九

龍のラッサアル大学の校舎に臨時に充てた捕虜収容所に今月２３日まで収容されていたそうであるが、食事など

待遇も案外良く、皆思ったより元気でした。 ２３日、９人の者を呼び出して、これから日本へ行って引き渡し

を行う旨申し渡されたそうだ。 兎に角引き渡しが円滑に終わってなによりだ。 外務省としては、残る１２名

の釈放も引き続き要求することになるだろう。」と。 

既に日本は、ドイツとは、日独伊防共協定で親密な関係にあり、為に、ロジカルには英国の法理論に一理ありと

思っても、それを避けて、ドイツへの手前ごり押しを試みたようである。 残念ながら、これ以降に新聞記事は

見あたらない。 世論も一応収まって水面下で処理されていたのであろうか。 前述の註のように、東郷平八郎

が国際法を楯に、日清戦争時、清国兵を満載した英国船舶を撃沈した先例（東郷の拡大解釈とも言われたが英国

はしつこくは追求せず）があり、対英的に日本は必ずしも強い立場にはなかったといえるが。（終） 

童謡・童話知りいず（4）：雨情と本居長世・白秋と山田耕筰 

３０億８千万個の異なる核酸分子配列の並び方、ヒトゲノムは同じでも、その人となりはなんで恁うも違うのか、

その結果、組み合わせによって、佳いモノは佳い、が出来上がってしまうらしい。 

前回、満蒙教育会に関連して、２つの佳いモノは佳い、を紹介しましたが、これらはいずれも、九州柳川の詩人、

途中全盲になりながらなお色鮮やかな詩を書き続けた、北原白秋作詞、そして何故か、白秋の詩を好んで作曲し

た、レオニード・クロイツアの弟子と言うより兄弟弟子と言うべき山田耕筰の作曲が２曲。 大正から昭和にか

けて、童謡の沢山のコンビの中でも、このコンビの打率は出色のモノだったでしょう。 ん打率？だって？、だ
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って歌謡曲だってフォークだって、歌をバッと出して当たればヒットだって言うんだから、当然打率に決まって

るじゃん？ 何が問題だって言いたいんでしょうか？ 

大正も二桁に入った頃から山田耕筰の活躍が始まりました。 先ず不朽の名曲となった三木露風の詩「赤とんぼ」

に曲をつけて好評。 

 ♪夕焼け、小焼けの 赤とんぼ  負われて見たのは いつの日か。 

 ♪山の  畑の   桑の実を  小籠に摘んだは  幻か。 

 ♪十五で、ねえやは 嫁に行き  おさとのたよりも 絶え果てた。 

 ♪夕やけ 小やけの あかとんぼ 留まって いるよ 竿の先 

＝「樫の実」（大１０．８） 

この前後、童謡作詞の大量生産の筆頭は、野口雨情、作曲は本居長世とのコンビが多 かった。 歌詞が焦って、

よく判らないが流行った第一作が、「七つの子」、一般的日本語で は、「私には七つの子がある」と言えば誰

が読んでも聞いても、七歳の子供がある奥さんか、となるのが常識。 その常識にどうも反した歌詞ですねえ、

このカラスの歌は。 カラス７歳にしたら、子とは言えず、玄孫の子ぐらいがいるでしょう。 「可愛い七つの

子があるからよ」ってどういうつもりでしょ？ カラスの勝手でしょ！って言われても仕方がない歌なのです、

元々。 このほか、この売れっ子の童謡詩人は作詞上などで、チョンボが多いです。 指摘されて「これはつい

うっかりでやんした！」と有名だったそうです。 「波浮の港」でも大チョンボ。それは又の楽しみにして先ず、

七つの子。 

 ♪カラス、何故鳴くの、 カラスは山に  可愛い 七つの子が あるからよ 

 ♪可愛い 可愛いと   カラスは鳴くの 可愛い 可愛いと  鳴くんだよ 

 ♪山の古巣に 行ってみてご覧   可愛い 目をした  いい子だよ 

＝「金の船」（大 10．7) 

もう一つ、二つ。先ず「赤い靴」 

 ♪赤い靴はいてた   女の子  異人さんに連れられて 行っちゃった 

 ♪横浜の 波止場から 船に乗って 異人さんに連れられて 行っちゃった 

 ♪今では 青い目になっちゃって 異人さんのお国に   いるんだろう 

 ♪赤い靴 見るたび  思い出す 異人さんに遭うたび  考える 

＝「小学女生」（大１０．12） 

「青い眼の人形」 

 ♪青い眼をした お人形は アメリカ生まれの セルロイド 

 ♪日本の港へ  着いたとき いっぱい 涙を浮かべてた 

 ♪わたしは 言葉がわからない 迷子になったら なんとしょう 

 ♪やさしい 日本の嬢ちゃんよ 仲良く 遊んでやっと呉れ 

＝「金の船」（大 10．12) 

と言う具合に。 この青い眼の人形は、尾崎東京市長が、ワシントンのポトマック河畔 にもソメイヨシノを並

木にして植えたらいいだろうとワシントン市長に桜の苗木を送ったのに対して、返礼として、日本の女の子達に

と大量生産され始めたセルロイドの人形が大量に全国の小学校の全クラスに行き届くほど、送られてきたのでし

た。 これを記念して、雨情が作詞し、このコンビで、全国で歌われたわけです。 

一方、白秋と山田耕筰が始めてコンビを組んで、歌曲として今も残る一番古いのは「かやの木山の」と言うので

しょう。 かやの木ってわかります？ 囲碁の名人戦など、本物の座机の高さほどもある高級正式碁盤は、この

かやの柾目材で作られます。 でっかい真っ直ぐな巨木です。 

 ♪かやの木山の   かやの実は いつかこぼれて 拾われて 

 ♪山家のオ婆サは  囲炉裏ばた 粗朶たき柴たき 明かり点け 

 ♪かやの実かやの実 それはぜた 今夜も 雨だろう、 

 ♪お猿が鳴くだで  もうお寝よ 

＝「童話」（大１１．１０） 
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この後、不朽の名曲、「からたちの花」が発表されて評判となり、このコンビは不動のモノとなったのでした。 

童謡と言うべく、節回しはよく似て非で、繰り返しに乏しく、覚え難いのですが、一旦覚えれば、これが結構グ

ッと来ます。 現在では当然のごとく歌曲扱いです。 

 ♪からたちの 花が咲いたよ  白い、白い、   花が咲いたよ。 

 ♪からたちの トゲはいたいよ  青い、青い、   針のトゲだよ。 

 ♪からたちは 畑の垣根よ  いつも、いつも、 通る道だよ。 

 ♪からたちも 秋は実るよ  まろい、まろい、 金の玉だよ。 

 ♪からたちの そばで泣いたよ  みんな、みんな、 やさしかったよ。 

 ♪からたちの 花が咲いたよ  白い、白い、   花が咲いたよ。 

＝「赤い鳥」（大１３．７） 

野口雨情は相変わらず、「あの町、この町」「ウサギのダンス」「証城寺の狸ばや し」など単打量産が続きま

した。 この間を縫って、不朽の名作、中村雨紅の「夕やけ小やけ」（（作曲）草川 信）が空前の大ヒットし

ます。 八王子の西北の、徒歩一時間以上かかる山村育ちの雨紅が、赤羽近くの学校に勤務していて、週末を実

家で過ごし、日暮れ前、八王子へ降る峠から、山のお寺の鐘の音に触発されて、フッと浮かんだ詩想だったと言

います。 赤羽の下宿に帰り着いたのは、小鳥が夢を見るどころか、子どもも大人も夢を見る頃だったと言うこ

とです。 汽車、終列車、の時代です。 

 ♪夕やけ 小やけで 日が暮れて 山の お寺の   鐘が鳴る 

  おテテつないで  皆帰ろ  カラスと一緒に  帰りましょう 

 ♪子どもが 帰った 後からは  丸い 大きな   お月様 

  小鳥が夢を    見る頃は  空には キラキラ 金の星。 

＝「新しい童謡（一）」（大 12．２） 

丁度この月、現在、かなり見直されている、薄倖の女性詩人金子みすずの「大漁」が、「童話」(大 12．2)に発

表されましたが、「濱は祭りのようだけど／海の中では何萬の鰯の弔いするだろう」のくだりが、賛否両論あり、

誰も曲を付ける者無く打ち捨てられた儘となりました。時代の流れですね。 （続く） 
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パピーニュウス第 81 号（2003 年 8 月 11 日号） 

パピイの昔話：大正の震災と関東地震 

広く言えば濃尾平野、狭く言えば尾張野に昭和一桁に生まれ二桁漢字三桁に育った私共は、一桁から二桁の初め

の頃は、まわりで言う震災といえば、爺さん婆さん曾祖母さん等が身を以て体験した濃尾震災のことでした。 

日本の地震帯は日本中に走っています。東海地震の駿河湾トラフが今に揺れると大騒ぎしている間に、もう幾つ

他が揺れたことでしょう。 北海道の島が一つ平らになるほどの壊滅的なのまであっても、未だ懲りず、東海地

震に固執し、阪神淡路、そして、今回の宮城北、これでもかこれでもかと他のところえ来ています。 そのくら

い日本の地震帯は数多く、あちこちに来るのです。 本州を黒く塗りつぶして、縮小してみて下さい。 小さな

鰐がはってます。 口を上に開けて。 胴の真ん中がやけにくびれています。 敦賀湾から伊勢湾を結ぶ本州の

一番細いところ。ここだって、駿河湾に決して劣らない地震でくびれたトラフです、自慢じゃないが。 

ここを結ぶ直線のど真ん中、岐阜県の根尾谷に、明治２４年(1891)１０月 28 日水平に四メートル余、垂直方

向に 0.6m 程の断層を作って揺れ捲ったのが濃尾大地震です。 ７２００人余の死者（行方不明を含む）を出し

ています。 水平に揺れ始めたので、いきなり第一発で家が横になぎ倒されたのです。 筋交いの入っていない

家は例外なく倒れた由で、その復旧、爾後の家の建て直しには、４面の壁に必ずカタカナのハ又はソ型に筋交い

を入れるのがこの地方の慣わしとなりました。 立ち会い一発の張り手強烈、というわけです。 このほか、色々

な地震ノウハウが、揖斐出身の曾祖母さんによってもたらされ、我が家の至るところに見られました。 

昭和二桁に入って爺さん婆さんが相次いでなくなり、やがて曾祖母さんも亡くなり、もう濃尾の震災の体験者は

いなくなりました。 親父は座布団帽子のン大生で東京に遊学していまして、大正１２年９月１日昼は、三田四

国町の下宿家の二階の部屋にいたそうです。 終戦後は丁度日本電気のテレビ工場が出来た辺りだそうです。 

そろそろヒル飯だな！と思ったとき、遠くから竹竿を地面に引きずって近づいて来るようなザーッと言うような

音がしてきたと思った瞬間、座った座布団座机ごとドンドンドドーンと１尺近く２－３度宙に投げ上げられ、な

んで１階の住人に床板越し、畳ごと下から突き上げられにゃならんのかと思ったほどだったそうな。 ３度目か

４度目投げ落とされた一瞬、縦揺れは収まったかに見えた途端、硝子障子がはり倒されたように吹っ飛び、これ

は地震だと思ったが、すくんで立てない、硝子障子が外れた窓がガタガタ可成りの速さで前後に震えていたがそ

の敷居を腹這いで乗り越えて、波打って揺れる軒庇に出て、すぐ前の冠木門に四つん這いでおり、門灯のゼット

型の配線管に縋って地面に居りようとしたらパイプがグニャーと伸びて曲がってお誂え向きにうまく軟着陸出

来たのだと、その縦揺れが始まって座ったまま跳び上がる様から、Ｚ型パイプが伸びて曲がって着陸するまでを、

形態模写してみせるのであった。 

我々子供は経験していないから笑い転げるばかりだが、親父は「お前等も、本当に地震にあって見ろ、笑ってる

場合じゃないぞ凄く地面がバンバンぐらぐら揺れるんだから、第一縮み上がって、ションベン漏らすぞ！」と真

顔でした。 向かいの家の屋根瓦がバラバラと好きな方向に降ってき始めて、門の前は危ないので門を開けて中

に入りたかったが、もうどうにも格子戸は開けられたものじゃなかった。 瓦が飛ぶような地震では絶対に座布

団頭に括って、脱出しなければならないのだと。 瓦が飛び出すまでには若干時間が掛かるらしいがさて。 

この後東京中、あちこちで昼支度の竃から火が出て、小石川区の３％の被災率区を例外として、本所区の１００％

を 高に、１４萬６千人の死者行方不明者を出す大震災となったのでした。 お気づきの通り火の出なかった小

石川区は家屋倒壊率のみです。 本所区は家屋が全部全半焼以上して、家屋倒壊率が全く不明なのです。 下町

を中心に火は至るところから燃え広がり住民は火に囲まれて、隅田川、荒川放水路などは川面が見えない状態に

みんな川に飛び込んだりして、亡くなったのです。 何ともいたましいことでした。 東京がこんなでしたから

関東大震災といえば地震も東京が一番酷かったように思われがちですが、この地震は、相模湾北東部の海底下数

十ｋｍの深いところの震源のマグニチュウド８．５ほどのエネルギー水準のプレートテクトニクス典型形地震の

ようです。 では、歴史的にこの程度の大地震が都市を襲ったことは日本ではなかったのでしょうか？ 

豊太閤秀吉の治世の慶長元年閏７月（1596）丹後、京都にまたがる大地震に、京都が灰燼に帰しています。 京

都の太閤の誇った聚楽第も形無しにした大災害でした。 公家を始め京都人を腑抜けにしてしまい、もしここで、

気鋭の地方武士が、京に駆け上がれば、クーデターも簡単に出来たかも知れません。 ただ、情報網もない時代、

京都がそんな状態とは地方にいては知る由もなかったらしい。 小心者の太閤秀吉は、どうしていいか部下に図

るのも忘れて、暫くは何の沙汰も触れも出せないでいたらしい。 朝廷側の記録にあるらしい。 困ったモノだ。 

阪神淡路の時のどこかの国の政府みたい。 前例はあるモノですね。 

江戸開府以降では、相模湾底型と、奥江戸湾直下型の大地震が交互に江戸を震わせていたようです。 先ず慶長

９年江戸城築城を始めた直後、湾底型が襲っています。 家康が、改めて、関東は大地震じゃから西国の外様大

名の助力要請を西国に触れてみると、何と関東と同日ほぼ同時刻、南海道を中心に紀勢、中国、四国と大地震。 
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つまり珍しい同時刻２震源で、トラフ型の地震が起きていた。 プレート・テクトロニクスでは寧ろ十分考えら

れることであります。 

関東東北ではこの年凶作も予想されたため、家康は、諸国の結束を固めさせるには自分が隠居して江戸を去り、

将軍を秀忠に譲り、全国諸侯の助力を秀忠に集中的に捧げさすしかないと判断させた大地震であったのです。 

翌春秀忠が 2 代将軍の座に付き、家康の思惑通り、家康の威光・報復を恐れて諸侯は先を争って江戸城築城に務

めることになり、思いの外捗って、江戸城と江戸の復興が速まるのです。 なおトラフ湾底型では毎回江戸大火

が記録されています。 

次の江戸地震は、延宝６年(1678)８月、幸いなことに、直下型、家々は初動震一発でペシャンコに潰れたが火

事は起こらなかったようです。 江戸は潰れたが相模湾岸は何事もなかったようです。 

元禄１6 年２月、前年暮れに吉良義央を討ち取った浅野の家臣４７士が、私怨で天下を騒がせた大罪として、切

腹させられます。 判官贔屓の庶民は面白くありません。 今にお上にも天罰あれかしと待つが、秋まで待って

も何事もない。 もう間もなく極月が来るが、、、とその時、地軸を揺るがす両横ビンタをはり倒されるような

地震が江戸を襲った。 陸は裂け、海がせり上がり、家は薪の束となり燃え上がった。 南海岸では８－９町も

砂浜が広がったと記載される。 湾岸トラフ型である。 庶民は江戸大火に家を焼かれながらも、ザマア見やが

れ四十七士のたたりであると喝采を惜しまなかったとある。 更に暮れ遅く、富士山の土手っ腹に風穴が開いて

噴煙を吐き出したのだ。 幕府も慌てた、庶民のそれ見た事かに、である。 朝廷に図って、噴火した宝永山に

因んで宝永と改元したのである。 何も庶民の憤懣は 47 士の処分だけではなかったのだ。 時の将軍綱吉は、

奇行が多く、すぐ禁令を出し都合が悪くなるとすぐ又止めた。 猫の目で朝令暮改、庶民の生活は困惑の固まり

だったし全国的に一揆の気分が高まっていた。 この２年後例の生類憐れみの法という悪政を行うあの綱吉の時

代だったのです。 

此の後は嘉永６年（1853）２月に小手調べと、安政２年（1855）１０月２日に、江戸での人的被害 大約２

万人が初期上下動一発で家がペシャンコで圧死するという直下型 大に見舞われている。 因みにこんな地震で

も相模湾岸は一寸揺れただけで、推定マグニチュウドは６．３－６．５とされ海岸の隆起は全くない、間違いな

く直下型なのでした。 この初動震で家が潰れてあっ死者の中に有名な国学者「天地正大の気、、、、云々」で

有名な藤田東湖の名が見える。 

こうして調べてみると、湾底トラフ型では、都度、江戸大火に及んでいるが、安政の直下型や、大正の関東大震

災の１５万人にナンナンとする焼死者・行方不明者は出ていない。 江戸には江戸時代なりの火事の逃げ方のノ

ウハウが庶民にあったのではないだろうか。 それが直下型で初動上下動で一発で家がバンと潰れるのではどう

逃げようもなかったようで、２万人の圧死者が計上されている。 関東地震でも、火事さえなければ、濃尾地震

程度の死者行方不明で済んだのではないかと言うこと。 阪神淡路でも、萬を越えてはいない。 親父の経験話

から、火を消す余裕は感じられないが、どうしたモノだろうか。 

もう一つ。揺れ方と、逃げ方、直下型のバンと潰れるのをどう逃げればいいのか。 濃尾の様に水平断層４メー

トルでは上下動無しにいきなり家が横ビンタを喰らってタンスと壁が倒れると言うより一緒になって反対の壁

の位置までふっ飛んだと言うが、これの対策、逃げ方はないのだろうか。 いずれも、慣性の法則上、非常に難

しい問題でしょう。 家が動くのでなくその量、いきなり動かない筈の大地が大幅に動くのですから。 

一級建築士さんたち、どう計算されているのかな？ いずれも 初の張り手ですよ。 ワカッカナア？ いきな

り来る初動です。 それが張り手の場合と、も一つがいずれも力任せの下からがつんと地面がいきなり２m 急に

持ち上がるの。 

次、プレートテクトロニクス的、隆起沈下。 添付の第二図。 油絵です。 大正関東地震の時代。写真機は写

真技師の専用の時代で素人の手に負えるモノではなかった。 第一ガラス板に暗室の中で、コロジオンという糊

と銀塩を混合した乳剤を手探りで塗ってアプリケーターというモノでこさいで薄く均等な膜を作って乾かして

乾板というモノを作る作業が要ったし、箱形の組立カメラ一式と、三脚と、此の乾板というガラス板を納めた薄

ぺらい箱を、撮影枚数だけ鞄に入れて持ち歩かねばならないし、撮影後も、暗室内で、現像液、定着液を処方し、

現像、水洗、定着推薦、乾燥して、漸くネガ乾板、それから又暗室内で、印画紙をアプリケータして、乾燥しこ

れに印画投影して、又暗室操作で現像定着。全部自作自演しなければならない時代です。 水彩画や油絵を習っ

て、写真撮影代わりにスケッチ彩色するいわゆる記録写生画の方が余程、手早かったわけです。 此の二枚の油

絵は、東京大学地質学教室に残る、貴重な記録画のワンセットです。 当時記録画の必要な教室にはその専門の

画家助手がいたわけで、偶々石崎氏は大正十二年明けの冬休みに野島館という白浜の宿の一室から野島崎の燈台

を何気なく写生していたのでした。 その秋の初め、関東地震で、野島崎付近は５尺ほども持ち上がったと聞か

されて、次の冬休み又野島館の同じ一室から、灯台の倒壊した野島崎の手前の隆起した波食海岸の様子を、今度
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こそは比較の目的を持って、写生してこられたというわけです。 ダイエットなどの使用前．使用後の比較写真

に相当するモノですね。 

こうした縁の下の力持ちの腕と、幸運にも支えられて当時の学問は進歩し続けたのでした。 添付の第３図相模

湾岸から房総にかけての隆起沈降量の等高線図です。 南ほど隆起し、丹沢山塊が沈下しています。 前述の江

戸時代の湾岸型地震の記述にもあるように、砂浜や波食棚が露出したことを伺わせるに十分です。 

なお余談ですが、大洋プレートが、大陸プレートの下に潜り込む地帯にあっては、地震後は大陸プレートの先端

は持ち上がっていますが、次第に海洋プレートの潜り込みに引き込まれて下がって歪んできます。 歪みのエネ

ルギーが限界に達すると、大陸プレートの先端が崩れて跳ね上がって、バネ歪みエネルギーを解放します。 こ

れが地震です。 相模湾では今までほぼ同様の隆起量の開放と試算されています。 

ところで今年新田義貞が剣を投じて有名な稲村が崎の海水浴場がもう砂浜が殆どなくなったから、今年から閉鎖

されてしまいました。 まさか引き込み沈降歪みが限界に近づいているのではないでしょうねえ？ 東海地震の

駿河湾トラフと、相模湾底で、どちらが先にエネルギーの解放が先に起こるでしょう、、。 慶長地震と同じよ

うに同時と言うことだってあり得ないことではないのですよ。 又奥東京湾直下型との交互に起こる問題は？ 

関東も決して、安閑としておれぬ状況なのかも。 

 

市電の写真 
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隆起・沈下頭高線図 
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童謡・童話知りいず（5）：清水かつらと西條八十、そして鳴秋 

またまた時代をさかのぼりますが、60 年の歳月を越えて、覚えていてハーモニカで迷わず吹けた曲に、「叱ら

れて」がありました。 きっと昔吹いていたのでしょう。 作詞者も、作曲者も、いつ頃の歌かも知りませんで

した。 殆どこの歌のリサーチのために、このシリーズが出来ていったとも言えるでしょう。 レサーチ、もう

一度探す、そんな意味合いですねえ。 覚えていたのは節、間奏、のメロデイー。 ハーモニカで吹きながら歌

詞を確かめていきました。 

 ♪叱られて 叱られて あの子は町までお使いに この子は坊やを  ねんねしな 

  夕べ  寂しい村はずれ コンと狐が  鳴きゃせぬか。 

 ♪叱られて 叱られて 口には出さねど目に涙 この子のおさとは あの山を 

  越えて あなたの花の村 ホンに花見は いつのこと。 

この曲はハーモニカでは C 調です。 連想ゲームのように、この歌と並べて A マイナーのハーモニカで吹いた

ことのある歌が浮かんできました。 題が思い出せません。 歌詞は、 

 ♪お母さま   泣かずにねんねいたしましょう 

  赤いお船でとうさまの 帰るあしたを楽しみに。 

 ♪お母さま   泣かずにねんねいたしましょう 

  あしたの朝は濱に出て かえるお船を待ちましょう。 

 ♪お母さま   泣かずにねんねいたしましょう 

  赤いお船のおみやげは あのとうさまの笑い顔 

そうそう、と調べてみました。 この二つは、同じ作詞者、作曲者も同じ、発表された のも、大正９年６月号、

雑誌「少女号」♪お母さま、、、は題名かと思ったら違って「あした」、作詞は清水かつら、作曲は弘田龍太郎

でした。 となるとチョイと待った、そのコンビで、有名なのがあるじゃないか！ ホラソレ、アレ、アレだよ、、、

っと出てこないが、半年前の「少女号」にありました。 「靴が鳴る」です。 ♪オテ天プラつないデコちゃん、、、。 

あれ。 

 ♪おテテつないで 野道を行けば みんな可愛い 小鳥になって 

  歌を歌えば   靴が鳴る  晴れた御空に 靴が鳴る。 

 ♪花を摘んでは  おつむに挿せば みんな可愛い 兎になって 

  はねて踊れば  靴が鳴る  晴れた御空に 靴が鳴る。 

＝「少女号」（大８．12) 

当時、内野安打や単打で稼いでいたのが、息長く昭和の歌謡界まで稼いだ西條八十。 それに前回紹介の雨情等。 

西條八十には名曲もあるが、売れなかったほうが多い。 成田為三の作曲で打った「カナリヤ」(当時は漢字で

「金糸雀」で「カナリヤ」とルビを振る)と、本居長世作曲の「お山の大将」を続けて。 

 ♪唄を忘れたカナリヤは 後ろの山に捨てましょか  いえ、いえ、それはなりませぬ。 

 ♪唄を忘れたカナリヤは 背戸の小藪に埋けましょか いえ、いえ、それはなりませぬ。 

 ♪唄を忘れたカナリヤは 柳のむちで打ちましょか  いえ、いえ、それは可哀想 

 ♪唄を忘れたカナリヤは 象牙の舟に銀の櫂 

 ♪月夜の海に浮かべれば 忘れた唄を思い出す。 

＝「赤い鳥」（大７．１１） 

「お山の大将」 

 ♪お山の大将 おれ一人 後から来るモノ突き落とせ、 

 ♪転げて落ちて又登る  赤い夕日の丘の上。 

 ♪子ども四人が青草に  遊び疲れて散り行けば、 

 ♪お山の大将月一つ  後から来るもの夜ばかり。 

＝「赤い鳥」（大９．６） 

そうそう弘田龍太郎は、このシリーズ（２）赤い鳥創刊の頃、北原白秋が赤い鳥に寄せた「雨」の作曲をしてい

ることを、書いておきました。 作曲家として勉強の仕上げ間近のいろんな詩を曲にしてみる時期だったのでは

ないでしょうか。 
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山田耕筰にもそんな時期があり、色々な人の詩に曲を付けて、挙げ句、白秋の詩に傾倒していったように思われ

ます。 しかし、初めの頃、ペテイカなどでは、詩が曲想に歯当たりが悪いとして、細かい改詩を要求したこと

もあるようです。 

弘田龍太郎の曲は、オーソドックスなものが多いが、中でも、大正中期の教科書の小学唱歌に、鹿嶋鳴秋の詩を、

それぞれ小学低、中、高学年に持ち込んでいる。 「金魚の昼寝」、「お山のお猿」、「濱千鳥」です。 

 「金魚の昼寝」 

 ♪赤いベベ着た 可愛い金魚  お目目を覚ませば ご馳走するぞ。 

 ♪赤い金魚は  あぶくを一つ  昼寝うとうと   夢から覚めた。 

＝(大・８．２） 

「お山のお猿」 

 ♪お山のお猿は 鞠が好き とんとん鞠つきゃ 踊り出す ホンにお猿は道化者 

 ♪赤いベベ着て 傘さして おしゃれ猿さん  鞠つけば お山の月が 笑うだろ。 

＝(大８．２？) 

「濱千鳥」 

 ♪青い月夜の 浜辺には  親を捜して 鳴く鳥が  闇の国から 生まれ出る。  濡れた翼の 銀の色。 

 ♪夜鳴く鳥の 悲しさは  親を尋ねて 海越えて  月夜の国へ 消えていく。  銀の翼の  濱千鳥。 

＝(大８．２？) 

（続く） 

パピイの昔語り：八月十五日に徳富蘇峰という男について考えよう 

８月１５日、昭和２０年のその日は、カンカン照りの、風に砂埃が舞い上がる典型的な夏の日でした。 学徒動

員で、２キロほど学校から離れた軍需工場に、材料が入れば徹夜でも働く態勢で動員されていた我々は、打ち続

く空爆と艦載機による機銃掃射で、機械が壊れ捲って、主たる動員作業として生きている機械と生きているモー

ターをつなぎ合わせても、ベルトが燃えて足りないとか材料が入らないで、工場が機能しなくなって、この日の

午前ここの退所式を行って、昼に学校で小休止し、午後は更に１キロほど離れた自転車とリヤーカーを作ってい

た工場で木製飛行機を作るべく、動員先替えの入所式の予定と知らされて、正午前学校に着きました。 

こうして「朕茲に世界の大勢と帝国の現状に鑑み、、、」云々、良く聞こえない、もし聞こえても我々には何の

ことやら意味不明のことだったような、玉音放送たら言うモノを聞かされました。 級長がキヲツケって言わな

かったら、、、起立もしなかっただろうし、そのまま眠りこけていたい茹だるような暑さに、ただひもじい夏の

日だったです。 級長がキヲツケの号令をかけ、反射的に起立しました。 そういう教育を身に沁みて仕込まれ

ていたわけですから。 暫くして当番級長が、「校長先生の話があるからマットヶ、戦争は終わったらしい、負

けたんだ！」と吐き出すように叫んだ。 それに触発されたかのように級友の一人が泣き叫んだ。 「それじゃ

俺の父ちゃんや兄ちゃんの戦死は何だったんだ、犬死にじゃねえかヨオ、それじゃ母ちゃんが、母ちゃんがヨオ、

あんまり可哀想じゃねえかヨオ、、、先生もよう、、,戦争だから、、、お国のためだからというから、我慢して

きたんじゃねえかヨオ、、、今更なんてえこったあ、、、、しんじまった父ちゃん、アンちゃんは帰ってこない

んだあ、、、」 

校長が何を言ったかは覚えていない。 それまでの軍国教育を反省する言葉がこの当日出たとは到底思えない。 

我々の頭に入ったのは、この級友の泣き叫んだ「取り返しのつかない現実」だった。 いつも教練で目の敵にさ

れて罰直ビンタや海軍精神注入棒代わりのバッタを喰らう男が「配属将校を見つけて、ぶっ殺してやる！」と駆

け出していった。 実は配属将校はとっくに風を食らって逃げてしまっていたのだが。 

その夕から女子どもは山奥へ逃げないと鬼畜米軍に手慰みの目に遭うと、まことしやかに、何度も言う人々がい

て、姉は、岐阜の山奥の郡上八幡の叔母を頼って出掛けた。 後から聞くと汽車がすぐに乗れず丸二日かかって、

乗り継いで、やっと叔母のところへ着いたそうだ。 色々な流言飛語が飛び交った。 舞鶴に米海軍が入ろうと

して四本の火柱が立って、ア メリカの軍艦が何隻か沈んだ、とか、陸軍大将が残った飛行機の戦爆連合で爆弾

を積んで、敵艦に体当たりすると出撃したそうだとか（これは宇垣纏中将の実話の誇張と後でわかった）。 
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そんな中で、終戦の数日後私どもの町の近在の村の小学校の校長さんが、「戦争に行って、手柄を立てて死ねと

教え子たちを戦場に送り出したわしは間違って居った、いくら詫びても死んだ子たちはかえらん」と割腹自殺し

ようとして他の先生に見つかってなんとか自殺は思いとどまった、が先生をきっぱり辞職して百姓することにし

たらしい。という悲しい話が聞こえてきた。 先生が終戦の直後にすぐ反省したのはこの話ぐらいだったのでは

ないか。 

長じて、色々この当時のことを、特に８月１５日の前後に思い出す。 特に埃っぽい風の舞う暑い夏の日には。 

うちの親父も中学の教師で、母ちゃんと兄弟６人に何かを喰わすのに懸命で、上述の校長のようにきっぱり責任

を取って先生を辞職するなんてことは出来なかった。 親爺自身この校長さんは偉い人だ、娘さんたちも、それ

ぞれ気強く生きてよう勉強してるようだ、といっていたし、授業中にも脱線して、家族を喰わせるのにわしは先

生ぐらいしか出来ぬから、教え子を戦争に送り出した反省はあってもよう辞めもせず、おめおめと未だ先生をし

て居るが、、。とぼやいていたそうだ。 

一転して、先生も確かに級友の泣き叫んだように、軍国教育の手先として働いたが、その軍国教育、国粋教育を

進めたのは果たして、軍部だけだったのかと言うことを調べてみると、かなり鮮明に一人の国粋主義者が浮かび

上がってくる。 

司馬遼太郎の「坂の上の雲」によると、陸軍も、とても勝つ自信はなかった、それで、アメリカに前もって、い

い加減なところで仲裁に入ってくれるよう頼んでおいたと書いてある日露戦争を、世界の大国と戦争して勝って

国威を世界に発揚せねば日本の将来はないと、日露開戦を国士たちと煽ってなお飽きたらず、遂に自分の文筆に

酔いしれて、こともあろうに、「日露開戦の詔勅」を自ら起草して、明治天皇にその渙発を迫り、多くの国民の

反戦運動の声に耳を籍すは婦女子の為す児戯と、天皇に迫り、遂に、開戦の詔勅を渙発せしめた男、当時の売れ

っ子新聞を生ぬるいと内部告発してオン出て、爾後、昭和まで、自らをオピニオンリーダーたらんと売り続けて

戦争を煽り続けた、徳富蘇峰という元ジャーナリスト。 

世田谷でしたか、蘆花公園というのがありますね、徳富蘆花というホトトギス派の文筆家を記念した公園が。徳

富蘇峰は蘆花の兄だから、これ又偉い人かと思ったら大違い。 もう国粋主義によって、国の進む道まで、間違

わせたほどの男。 日露開戦を煽って、天皇まで動かしたことで、直後、徳富蘆花は、蘇峰とは兄弟の縁を義絶

すると、内容証明付きの手紙を蘇峰に送り、そのことを、反戦派の一方の旗頭、与謝野晶子にその義絶の旨を書

き送っている。 こうして蘇峰は自らの恣意を天皇の「聖断」に置き換えて、反対派の行動を押しとどめようと

したが、与謝野晶子は諦めず「君死に給うことなかれ」の反戦詩を世に問う。 その中に「、、すめらみことは

言えばとて、御自らはいくさばまでは、い出まさぬ、」こんな酷いのもいたのだ。 

つまり民草、民衆は戦場に送っても天皇自身が戦場に行くわけじゃない、と詠っている。 終戦の日、級友が泣

き叫んだ、父さんや兄ちゃんの死は何だったのか！と軌を同じくする。 身内の「現実の傷み」を蘇峰は知って

か知らずか、なのだ。まあそれはそれとしても、売り言葉に買い言葉でもなかろうが、２０３高地が多くの犠牲

を払っても攻略出来ないとなると、この詩が効いてきたわけでもないのだろうが、「すめらみことが戦場までは

い出まさぬ」わけに行かなくなったわけでもないだろうが、大本営を広島に移し、明治天皇も、ここに臨御遊ば

されることになる、与謝野晶子の詩には、そんな力もあったんかとも思いたくもなるというモンだ。 ２０３高

地を落とし、敵味方更には土地の非戦闘員や女子供までも巻き添えに１０萬になんなんたる犠牲を払って、旅順

を占領し奉天にというところで、陸軍があらかじめ手を打っておいたように、アメリカのルーズベルト（親父の

方）大統領がタオルをリングに投げ入れて、漸くこの戦いに決着が付く。 この戦いの犠牲の多さに、明治大帝

も心を痛められたが、蘇峰の反省の弁は全く残っていない。 何万死のうと１０萬傷つこうと全く自分の痛みで

はないのだから。 

結局、反省がないのだから世の中記憶が冷えた頃又悪さのおもしろさだけが顔を出す。 自分が痛んでいないこ

との証拠でもある。 一方、一将功成って万骨枯らした当の陸軍を率いた乃木希典は二人の息子をこの２０３高

地の激戦で失ったが、明治大帝からは何のお咎めもなく、晩年は学習院長として勤めさせて貰った恩義に感じて、

明治天皇の霊柩車が宮城を後にする儀礼砲を合図に、夫人とともに自害して果てた。 蘇峰は、しらん顔の鉄面

皮を決め込んでいた。 

代わって皇位に着いた大正天皇が暗愚とわかっても、蘇峰は世間には決してそうでないと弁明にこれ務め、その

傍らで徹底して利用しようとした。 天皇機関説はこうした中で芽生えたのだった。 昭和天皇は摂政時代に、

蘇峰のこの動きに気付いていた可能性があるとの説がある。 知っていながらお互いに信用はせず利用したのだ

と。 この為昭和の御代になってしばらくは蘇峰も神妙に事の推移を推し量っていたようである。 

軍部の独走による、大陸侵略が始まり、満州に傀儡政権が樹立されても特に積極的な発言は残さなかったようだ、

この地とは、相性が悪いとでも思っていたのかも知れない。 満州皇大神宮か建国神宮を作ったら？位の発言。 

後に作られた満州国の国立大学が、建国大学と命名されて、彼の造語建国という名は残った。 昭和２桁時代に
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入って、彼の造語趣味が世に出てくる。 この満州建国を「建国」で代表させたような。 それと昭和の御代に

なって、考え直したのか、天皇陛下よりは帝国議会の存在を一段介してと、議員どもへの接近を試み始めている。 

困ったことに結構彼の弁につり込まれる議員どもが党派を超えて出てくるのである。 日華事変という侵略が、

戦線を拡大して、国際的孤立に陥るのを、寧ろ国威の発揚、巌頭に立つと勘違い早合点して着いてくる議員共を

従えて、蘇峰は再びオピニオンリーダーになろうとシャシャリ出始める。 「戦線」に対する対語に国内の社会

を「銃後」という造語も彼の造語（以下鍵括弧で示す）のようですし、議員共に、「挙国一致・大政翼賛」と呼

びかけた彼の言葉もその後１－２年かかって、政府のお墨付きを得て国策標語となる彼の造語です。 昭和十五

年に行う予定の歴史を偽っての「皇紀」二千六百年記念事業準備に、自分の息の掛かった「大政翼賛議員」三十

名を指名して委員とさせるなど、もうこうなると戦争侵略指向に向かって国民を煽動したのは軍だけじゃないと

いえるでしょう。 

更に遂に再び実弟、徳富蘆花の強烈批判をものともせず、彼の手は再び天皇に及びます。 昭和天皇です。 蘇

峰は、先ず「国民総動員令」を起草し、帝国議会通過するや、「青少年学徒の動員に関する詔勅」を起草して用

意し、全国中等学校以上大学までの（女学校を含む）の軍事教練の実施、配属将校の配置、青少年学徒の勤労奉

仕動員の実施、等を直訴します。 「学徒・学生は若い。 その若さを有用に用うベシ」が彼「徳富蘇峰翁」の

弁となる。 昭和１４年５月、この蘇峰起草の詔勅は若干タイトルは違うがまさしく渙発され、大学まで、軍事

教練は必修科目となり、配属将校が女学校にまで配置されます。 出征兵士を送り出して、手薄になった農村の

農作業や、水道工事、飛行場のモッコ担ぎに学徒動員が頻繁に駆り出され、学校での「小国民」は勉強どころで

はなくなって「進め一億、火の玉だ」にしてしまうのです。 如何に彼の恣意が、時流を押し上げ、戦争にむか

わしめたか、お判り戴けようかと。 更に、彼は昭和１５年から昭和１６年にかけて、全国を演説行脚して、め

ぼしい府県立中学を手始めに、虱潰しに中等学校を訪問して、「学徒動員」「挙国一致」を正当化しようと、例

の、「諸君は若い！その若さを有用に用うベシ！」と絶叫してアジって廻っているのです。 これが私どもが教

練以外は学校から全く引き剥がされ、農場に、土木工事に、飛行場に、工場に、時をわかたず勉強を捨てて、こ

き使われる大義名分となったのでした。 実際我々の中学（愛知県立三中）にも昭和１６年の５－６月に突然訪

れて来て、「諸君は若い、その若さを有用にもちうベシ」とアジ演説をやっていったと先輩たちは徳富蘇峰とは

何者とも知らされずにこのセリフだけは覚えたようでした。 戦後になっても先輩共が下級生を扱くときに良く

このセリフが出てきたモノでした。 それほど、軍国教育にとって、この言葉と、この勅諭は意義深いヨイショ、

しかし振り返って人道的に見れば罪深いヨイショに他ならなかったのでした。 敗戦しても「終戦」、小学校の

校長先生ほどの反省すらなかったのですよ。 

八月十五日が来ます。 社会を毒して、「取り返しのつかない現実」に引きずり込むコンピューターウイルスの

ような罪深いヨイショを、ファイヤーウオールやフィルターですくい取って、現実の社会から洗い出さなければ

ならないその決意を新たにする日ではないでしょうか。 

因みに、教え子に済まないことをしてしまったと、腹をかっさばきそこねたがきっぱりと先生を辞して、一生百

姓をして過ごした元校長先生の娘さんは、女子師範を卒業、新制高校の女教師として新生日本の英語教師として、

親父さんの心を心として、男勝りの切れ味の鋭い気合いで、民主教育に貢献され、母校の高校の副校長までされ

ましたが、多くの教え子と同僚、村の人々に惜しまれながら今春他界されました。 ご冥福を祈るばかりです。 

（終） 
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パピーニュウス第 82 号（2003 年 8 月 26 日号） 

パピー・ニュウス： 近の公開講演会からの話題 

某県の社会教育研究会を傍聴してきた老友が、例によって「今時の若い者は、、、」を始めました。 それは言

わないがいいよ、、という私にまあ聞いて呉れよ、これが言わずにおらりょうか」と語ったのは、先ずはそれに

来てくれと言う誘い方から、どこか勘違いしてるよ、という。 つまり、昔の諺をさえ使えば年寄りには失礼に

ならないとでも思っているのか、、、「お年寄りでも、枯れ木も山の賑わいと言いますから是非傍聴に来て下さ

いよ」と言ったのだと。 

確かに、私も、ある会社で、お局様の女子社員が、「情けはヒトの為ならず」を勘違いして６年ほど、毎年新入

りの女子社員を徹底的にしごいて、毎年半数ほどが辞めていった、ある昼休み、ふと読んだよその会社で全く同

じ間違いした告白話が書かれた他社社内報を見て愕然となり、茶わかし場の床にべた座りして呆然としているの

に出会ったことがある。 

「まあいいじゃないか、それを上手に教えないのが昭和一桁の欠点と言われているが、丁寧にただしてやったカ

イ？」 「あほらしい、枯れ木扱いされてよ、そんなん誰がするカイ！」 「それで、傍聴してどうだった？」 

「それがなあ、やっぱりお笑いよ、ノーベル賞を取るような、こむらさき先生のような、ヒトを育てる、又育つ

ような社会温床を、、、だって！こむらさき、こむらさき、と繰り返すから、そんなヒトがノーベル賞とったか

いなと考えたら、小柴さん*)の間違いらしいと気が付いたが講師は 後までこむらさきさんを通したね、原稿を

他人が間違って書いてその通り読んだのか本人こむらさきと思い込んで居ったのかはワカランが、馬鹿馬鹿しい

んで、帰ってきたわ。 何が社会教育研究会か、先ず自分たちがもっと社会の動きや人の名を正確に勉強せなあ

かんわいな。」 誰もそれ小柴さんとちゃいまっかともいわんかったそうな。 （自分も含めて）誰かがいわに

ゃ、生涯気がつかんかも。 

学校の先生連中がこれでは、襟元が寒い思いですわな。 私自身しょっちゅう「ナガムロ」さんと呼ばれたり、

ひむろさんねと言いながら「永室」と書かれたり大学の卒業証書まで漢数字の２以外はゼエンブ間違って、「永

宝貞二」と書かれてまさか自分のモノでない卒業証書は受け取りもならず、拒否して、手続き順序煩雑で、３月

は卒業できず、私は７月卒業しています。 御念が入っているのは此の名前が勝手に学籍簿上で３月幽霊卒業し

て、７月に私自身が卒業しており、卒業生が少なくとも一人多い勘定です。 断っておきますがこの件に関し私

は加害者でなく被害者です。 

さて、その襟元どころか半袖では寒い日が続く関東、東京、夏休みが始まる海の日から始まって、その大学で色々

公開講演会が開かれ、結構面白い講演が聴かれたようでした。 私は、脳もやられ、耳も不自由になって、聞き

には行きませんでしたが、あちこち行った友人がメールで、結構面白かった、あれなんざあ、何年か後にはノー

ベル賞取るかもだぞ、と言ってきた。 

先ず２１日海の日、大学付属海洋研究所の一般公開と、記念講演（2 演目）。 その内の一つが、我々の口に直

結する具体的な話で、講師もなかなかユーモラスな人（海洋生物資源部門・資源解析分野・松田裕之助・教授*)

で、非常に面白かったそうだ。 題目は「サバの未来を読む、増えるか減るか、どうしてか？」。 同教授によ

れば、マイワシ・カタクチイワシ・マサバの回遊３魚の三すくみによる魚種交替と言う現象を反証仮説をもとに、

９０年代前半のマサバの減少が、ごく普通の自然現象であることを分かり易く例証して見せた。 その上で、こ

こからが大変なんですとして、９０年代後半に折角回復基調になってきたマサバ資源量が、故意の未成魚の乱獲

によってその後現在まで低迷傾向にあること、今後とも未成魚の乱獲が続くなら、マサバのみならず、マイワシ

も回復しなくなると予想されることに就いてユーモアを交えながらも,然るべき監督官庁が目の前の漁民の利に

迎合せず、将来の漁獲確保を慮って、警鐘を鳴らすべきであると断じられた。と。 

確かに、役人という人種は、自分が其の役、任にあるのはせいぜい数年だから、目の前の人といい付き合いでそ

の期間を過ごせばいいとしがち。 漁獲高が減ったから未成魚もとらせてくれてもいいだろ？と言われりゃ、目

もつぶりたくなるだろう、しかし、漁民の将来を考えれば、これではお先真っ暗かも知れない。 自然の摂理は

人間の都合を待たないのだから。 １０数年の魚種交替のサイクルだとすれば、３すくみの魚種が全部健全サイ

クルを果たすまで、未成魚の乱獲は厳に慎ませるべきでないか、と言うことらしい。 すぐ切れる日本人も全く

良くない。 短慮浅はかと言うほかない。 多くの漁場で、過去に既に、多種の魚類を未成魚の乱獲により「幻

の、、、」にしてきた。 一旦「幻」になってしまうと生物は自然回復できないのだ。 あちこちで、黙々と、

採算度外視して、回復に血のにじむ努力をしている人々が、時々TV 番組などで放映されるが、マスメデイアも、

その前の段階からのＰＲにも配慮が必要だろう。 

他にも地震研なども公開・体験・展示が２日間あったりしたようだったが、割愛する。 そして、7 月 31 日、

雷雨が近づいてくる安田講堂で「科学の魅力を語る」公開学術講演会が行われた。 上述のコムラサキ先生（失
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礼！）は、ノーベル賞を取ってから此の講演会に出られたが、私も此の講演会から５年後は無理でも１０年以内

にノーベル賞受賞者が現れると予言しておきたい。 この日、３つの講演があったそうだが、ここではその一つ、

第２２回「女性科学者に明るい未来をの会・猿橋賞」を受賞された理学系研究科の真行寺千佳子・助教授が「生

命を支えるモーター・精子の運動の謎を解く」と題して、自分がのめり込んだ、動くという生命の不思議、それ

を確実に支えている物質があるこのことを教える科学の魅力、、、を熱っぽく語られたそうだからそれを紹介し

ておく。 

生命はその基本単位である細胞の動きによって支えられており、相互作用、移動、構造変化などのダイナミック

な細胞の機能は、自ら動く蛋白質であるモーター・タンパク質の助けを借りている。 モーター蛋白質の一つで

あるダイニンは、精子の鞭毛の骨格蛋白質である９本のダブレット微小管上に並び、力を出して隣の微小管との

間に滑りを起こす。 此の滑り運動が鞭毛の屈曲の原動力であることは１９７０年代後半に明らかにされていた

が生命との結びつきの振動運動がどのような仕組みで起こるのかは 近まで依然謎であった。 真行寺助教授は

１９９８年にダイニン１分子が振動すること、１分子の出す力の大きさが約６ピコ・ニュウトン（１ピコは１兆

分の１）であることを発見した。 現在は、ダイニン１分子の振動が、どのような分子構造変化メカニズムで発

生し且つどのような仕組みで鞭毛をシステムとして振り動かしているのかの解明に全力を傾注していると言う。 

生命科学の も根幹に迫る研究であり、解明されれば、生命とは何か、何が生命を動かすか、と言う此の分野全

体への謎に、事は小さなミクロ振動だが大きな一歩を踏み出すことになりそうな予感がするのはパピーだけでは

あるまい。 

＊註１）コムラサキ先生：小柴(昌俊）先生の読み違い。 ニュートリノ天文学の扉を開いて、ノーベル賞を受

賞。大正１２年９月１７日（関東大震災１６日後）生：豊橋市出身；蛇足ながら、NHK 教育 TV：コトモアロ

ウニ「日本の話芸」番組で前後編 2 回に分けて、講談師・田辺一鶴が、演題「小柴昌俊教授とノーベル賞」を小

気味よく弁じた。 彼の弁によると；小柴先生は、何でも突き抜ける、地球も突き抜けて、尻の下から上へ抜け

ていったニュウトリノを痕跡をしっかり見て数を記録した。 いまは人間社会に何の利益ももたらさないかも。 

しかし、１９世紀のおしまいに、何でも突き抜けてしまう光線、従ってこれはエックス光線だ！とどうしようも

なかった光線を、写真の看板に自分の手のひらを透き通して撮して見せた、レントゲン博士は、２０世紀の初め、

１９０１年、第一回のノーベル物理学賞を受賞している。 現在、医学・医療上の診察方法として、X 線透視ほ

ど２０世紀の人間社会に役立っているモノが他にあったでしょうか？と、何でも突き抜ける、ニュートリノの検

出方法を考案した小柴先生のカミオカンデをレントゲンのノーベル賞受賞の X 線と比較して宇宙の構造を調べ

る X 線に代わるモノとして説明、好演した。 

＊註２）松田裕之助教授：ご自身がいつも苦笑せざるを得ないそうです。 良く今でも助教授だと思われて。 そ

うですよね、途中に点を入れないと、「松田裕之」助教授か、「松田裕之助」教授か判りませんよね商売柄。 こ

れを講演の導入部に使って先ず聴衆を笑わせてリラックスさせる。 「災いを転じて福と為す」ユーモリスト。 

「コムラサキセンセイ」を押し通す先生とは出来が違う。 

童謡・童話知りいず（６）お詫びして訂正・白秋・耕筰コンビ、そして未明、広介の登場 

此のコンビの初出は、「かやの木山の」だと書いたところご指摘がありました。 かやの木山は童謡かも知れな

いが、と前置きして、兎に角れっきとした童謡が、赤い鳥創刊から一年くらいした同誌で見た記憶があると「チ

ョッキンチョッキン、チョッキンナ」ではなかったかとご指摘を受けました。 

将にその通り、恐れ入りました。「あわて床屋」ですね。 

 ♪春ははよから 川辺の葦に  蟹が店出し  床屋でござる 

  チョッキン チョッキン チョッキンナ 

 ♪子蟹ぶつぶつ シャボンを溶かし 親爺自慢で  鋏を鳴らす 

  チョッキン チョッキン チョッキンナ 

 ♪そこへ兎が  お客にござる  どうぞ急いで 髪刈っておくれ 

  チョッキン チョッキン チョッキンナ 

 ♪兎ア気がせく 蟹ア慌てるし  早く早くと  客ア詰め込むし 

  チョッキンチョッキン チョッキンナ 

 ♪邪魔なお耳は ピョコピョコするし そこで慌てて チョンと切り落とす 

  チョッキンチョッキン チョッキンナ 

 ♪兎ア怒るし  蟹ア恥ヨかくし 仕方なくなく 穴へと逃げる 

  チョッキンチョッキン チョッキンナ 

 ♪仕方なくなく 穴へと逃げる 

  チョッキンチョッキン チョッキンナ 
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ー赤い鳥（大８．４）ー 

ホントに失礼しました。 うちの初孫は、一歳一寸で他の唄に先駆けて、チョッキンナだけは早かった。 ああ

それなのにそれなのに。 Ah, never-the-less、ネヴァザレス！、,, 

そうそう、此の後昭和初期の童話界を背負って立つ、小川未明や、浜田ひろすけが、この頃、童謡詩に登場して

います。 作曲が付いたかどうかは知りません。 先ずは小川未明「海と太陽」 

 海は昼寝る  夜も寝る ごうごう鼾を かいて寝る。 

 むかし  昔 大昔  海が始めて  口開けて 

 笑ったときに 太陽は  目を回して  驚いた 

 可愛いい花や 人たちを 海が呑んで  しまおうと 

 やさしく光る 太陽は  魔術で海を  眠らした。 

 海は昼寝る  夜も眠る ごうごう   鼾をかいて眠る 

ーおとぎの世界（大８．６）ー 

浜田広介は矢張り鳥が題材「シジュウカラ」 

 青い帽子に   白いシャツ どこから来たか シジュウカラ チンチンカララ チンカララ 

 あめ屋にしては アメがない パン屋にしては パン持たぬ 何を売るのか  しじゅうから 

 いえいえボクは 軽業師 旅から旅を   一人ぼち 葭の細笛    吹きながら 

 さかきにくぐる クリの枝 よこちょに渡る ツタの蔓 チンチンカララ チンカララ 

ー良友（大８．１２）ー 

シジュウカラが、チンチンカラカラブイブイブイ、と鳴く四十雀なら青い帽子はウソですね、青いのは羽で、頭

は漆黒です。 ノルマンデイの四十雀は黄色いシャツを着ています、顔も黄色です。 鳴き方は同じチンチンカ

ラカラブイブイブイですが 後がブイブイイイイーと小さく伸びます。 秋の終わりには、南に下る、ハヤブサ

や、チョウゲンボウが、此の黄色い四十雀を好んで高い空から羽をつぼめてつぶてのように逆落としに急降下し

てきます。 黄色は目立つらしいし、鷹の類は眼がいいのですね。 

浜田広介は、昭和１０年代初頭、日本児童文学賞を受賞します。 はまだひろすけ童話集「むくどりの夢」は空

前の２００萬部のベストセラーを記録しました。 

浜田広介の詩で、本居長世が曲を付けたモノがあるようですが、私は此の唄聞いた覚えはありません。 鳥では

なく虫ですが。 「山のはたおり」を。 童謡にはいるかですが、、。 

 ♪山のすすきの  やぶかげに  はたおり虫は  機（はた）を織る 

 ♪月の青さに   濡れながら  織るは菩薩の  召し衣 

 ♪石の姿に    おわすれど  月の光の    青ければ 

 ♪じぞうぼさつは 寒かろと  はたおり虫は  機を織る 

ー婦女界（大１０．９）ー 

スイッチョ、スイッチョ、スイッチョ、、、と鳴く、昭和になってからは何故か馬追と昆虫図鑑に記載されて、

機織り虫の名は消えました。 多分その為此の唄も消えたのかな？ 漱石など、明治の小説家は「ガチャガチャ

ガチャ、、、、」と鳴くクツワムシを馬追といっています。 馬を追うと轡をガチャガチャ言わせて走るからで

す。 此の混同から、地蔵さんの召し衣を縫うと言われたスイッチョはクツワムシの古名を貰ってしまい、地蔵

さんのお召しを織る虫がいなくなりました。 月の光が青いとも言わなくなりました。 前回の、濱千鳥でも、

歌い出しは♪青い月夜の、、浜辺には、、、」と月の光は青いのですが、、、。 青くちゃいけませんか？ 

近は、揚げ足が、小理屈（靴）を履いて、ドタドタ歩き回って困る。 言葉にも優雅さを込めねばね。 （続) 

尾張野の英雄達：（+1）不思議な男： 加藤清正 

調べれば調べるほど、判らなくなる、、、（1）彼の出自：（2）秀吉の無類の信頼：（3）秀吉没後の豹変：（4）

関ヶ原の時の板間稼ぎ：世に何かを強調するとき、１に何々２に何で、３：４が無くて５に何々、という言い方

があるが、「加藤キヨマサお馬に乗って、ほい。」じゃないけれども、秀吉の唐入りも総帥は、小西行長に渡し、

美味しい虎退治のところだけ行っているし、秀吉の亡くなった後、いきなり秀頼への家康の使者を引き受けて格

好を付け、家康にどう取り入ってか、秀吉にも行長のとなりの領地はいやだから国替えをといって、取りあえず

軍勢を駐屯させていただけの筈の熊本城を仮に、領有している。 更に、関ヶ原の役、では自身の所在ははっき
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りさせず、軍勢は東軍に送り、石田三成側、唐入りの総帥、小西行長の熊本の南の宇土城を、関ヶ原の直後の留

守をねらって急襲して、易々と手に入れ、関ヶ原の論功行賞で、肥後一国に近い領有を貰っています。 以後、

大坂攻めまでの間の、秀頼宛の家康の使者は清正、淀君宛の使者は有楽斎、と相場が決まり、何度か仲介顔して、

大阪城に出入りしている。 

一般に、戦国の世では、投降したモノも戦力として利用するが普通は一旦寝返ったモノは、利用はするが信用せ

ず、本気での登用はしないモノ、いつ又寝返られるか判ったモノじゃないとされたから。 

１。へ戻ろう。 秀吉が彼ほど信頼し甘やかした部下は他にはいない。 彼は秀吉の生まれたと称した中村郷の

生まれで、その地の人々と深いつきあいがあると触れ込んで、秀吉の部下に引き取られた。 母親同士が従姉妹

だったのではないかという説もあるが、当時それくらいのことはどの村でもどの家族にでもあり、珍しいことと

は言えまい。 又それを以て信用出来た世ではない。 実は彼の生地、育ったのは、蜂須賀村の西、現在の日光

川の岸辺辺りではないかとされる、勝幡、小津の辺り。 

小さい頃の逸話としては、偶々天狗の面で遊んで藁小屋で寝た晩、此の村を野盗の群が襲う。 彼は事前に気付

き、道ばたの涸れた古井戸に隠れる。 野盗が村に脅しの声をかけようとした鼻をねらって、古井戸の中から低

いが大きい響く声で、声をかけて震え上がらせて置いて、天狗の面を被って、飛び出して、野盗の群を追い払っ

たという。 戦前講談社の絵本にもあったし、実際、現津島市にある、清正公さん（神社形式）のお祭りとして、

何年に一度かづつ秋に、清正公祭りというのがあり、天狗の面を被った、若者が一本歯の高足駄を履き、ヤツデ

の葉団扇を扇ぎながら行列する祭りがあった。 戦後バタンコ景気の頃まで、あったと思うが、今はスポンサー

もないのであろう、社も寂れ緑もない状態と化して祭りの話も聞かぬ。 斜陽の地方都市の現状そのまま朽ちて

いく文化の一つでもあろうか。 

（2）.も、中村郷の出自との触れ込みだけで、まさか、ベストテントップの信頼を勝ちうるモノか、特に戦国の

世。 不思議の極みであります。 豪胆にかけては右に出るモノはいなかったが、人望は今一、秀吉も唐入りの

首領には推しかねて、小西行長に因果を含める仕儀に至ったとも言われます。 二度の出陣のどちらかで、土産

に、秀吉に虎の皮の敷物を献上し、秀吉がおぬしが槍に掛けた虎かと尋ねたのを機に、自分が槍で仕留めたこと

にしてしまったらしいアバウトさなのですが、なにやら二人の間は此の[ヤリ]とりのようにいい加減な 別の結び

つきに思われてなりません。 

そうでないと、、、（3）以降が成立し難く思われます。 勿論、唐入りの「総裁選」に負けた遺恨はあったで

しょう。 しかし、 終決定した秀吉を恨まず、小西総裁を恨む此の気持ち、男を恨まず、本妻を恨む妾の気持

ちに似ていませんか？ どこか見当はずれ。 

（3）小西行長初め豊臣の重臣は秀吉病篤との報に伏見目指して集まっていますが、清正は熊本は離れたようで

すが、何処にどう立ち寄ったか暫く所在不明のようでした。 多分この間に、徳川方とコネを付けていたと思わ

れます。 福島正則辺りの仲介で、正則清正コンビで行動を開始していたのではないか、それもどちらかといえ

ば、清正主動の形で。 賤ヶ岳の７本槍辺りから、二人の間には戦功の貸し借りがあったに違いないのです。 賤

ヶ岳の後の鳥取攻め辺りも怪しい。 これで、加藤清正の存在が羽柴秀吉筆頭家臣に浮かび上がり福島正則は霞

んで行き、秀吉の貸出専用の忠臣に変貌するのだが。 関ヶ原で再び貸し借りが大清算されたのであろう。 そ

の打ち合わせがこの時既に手が打たれたのでは？ そして、関ヶ原では福島正則が戦の文字通り火蓋を切る。 

これが第一くさい、譜代の大名を差し置いて、である。 何か臭くてしょうがない。 

（4）が徳川家康に対する 大の手みやげとして、宇土城を手中にして石田三成の右腕をもいでしまった。 驚

くべき戦国世渡りの達人にも見える。 しかし、戦国ポンポコ狸親爺の徳川家康のこと、たかが手土産如きに騙

されはせぬ。 其処で、大坂の城攻めの前段階の、色々難しい、交渉ごとを、正則でなく、当の清正本人にアバ

ウトでなく、家康の命ずるまま１００％実現するように、交渉役をさせて踏み絵にしたのではないか。 更に四

の五の言う秀頼との対面の儀まで、清正に実現役を命じて、アバウトな性格を徹底的に矯正せねば腹を切れとま

で迫る勢いでさせて、遂に慶長１６年（1611）家康は何かあれば先ず寝返った清正を刺す、清正は何かあれば

秀頼側に寝返って家康を刺す覚悟で、大阪城の対面を実現させ、家康は言いたい放題、秀頼に大阪城にあると噂

の８００万両の金塊の使用先、使用方法を徹底的且つ具体的に命じたのです。 秀頼はかしこまってござると言

うより他に方法がなかった、その場の殺気があまりに凄かった事によるらしい。 そりゃあそうでしょう、居合

わせる三人が三人一触即発の構えでの命がけの対面だったのだから。 しかし一触即発は避けられ、その前後、

二重の大阪城の濠堀が埋められていた豊臣は金を使い果たしたところで、あっけなく滅ぶのである。 清正は、

大阪城の対面が完了して直後熊本へ帰る瀬戸内の船旅で、発病し、熊本に着いたとき虫の息。 そして世を去っ

た。 享年５１歳。 



(C) Copyright 1998-2021 JA2RM and JA9IFF All right reserved. 

織田信長の詠い続けた「人生五十年、化転のうちに較ぶれば夢幻のごとくなり、、、」を地で行った、夢幻好み

の化転者であったのかもしれない。 それが証拠に、戦中発病の直後、遺言として「我死せば具足を履かせ太刀

かたなを穿かせ（座）棺に入れ納べし。末世の軍神たらむ」（清正記）とある。 （終） 

 

 

 


