


（一〜三）

　　　　『真空のともし火』

　　　　　　　　　　　　　　　　　大和田光也　

 
　　　　　　　　　　　　（一）

 
　振り向くと、そこには何時も自分に危害を加えようとしている人間がいる。その存在にはずい

ぶん前から気づいている。一人や二人ではない、千変万化して多種多様な人間がその働きをする

。だから四六時中、気の休まる時がない。今も用心深く背後から付けて来ている・・・

　三津田一道は今日も、何時もの強迫観念に悩まされながら通勤道を足早に歩いた。最近、通勤

経路を変えたばかりの道である。経路といっても乗り物に乗って通っているわけではない。

　自宅のアパートから会社の工場までは徒歩で十分弱だったが、跡を付けてくる人間が増えてく

ると、危険を感じて何度も経路を変えた。今は最も近道の、線路に沿った狭い道を通っている。

この道の幅はどうにか人がすれ違うことができる程なので、一度に多人数が襲ってくることはな

いと思える。

　・・・何度、道を変えても同じことだ。すぐに嗅ぎつけてやって来る

　彼はうつむき加減になりながら時々、後ろに鋭い視線を向けた。

　人と自転車しか通れない踏切の所まで行った時、線路に立ち入らないようにするためのフェン

スの傍に木の箱のようなものが捨ててあるのに気が付いた。

　・・・アッ、あれは真空管ラジオではないのか！

　一瞬、ドキッとしたが、直ぐに目を逸らせて何もなかったように歩いた。

　工場に着いてから何時ものように仕事をするが、彼の心はあの真空管ラジオでいっぱいになっ

ていた。ラジオの形が頭の中をぐるぐると回って消えることがない。そのおかげで、何時もなら

専務である社長の奥さんが、彼のトイレに行く回数を数えていることが気になって仕方がなかっ

たのだが、今日は全く気にならなかった。

　非常に長くもあり、逆に短くも感じられた就業時間が終わった。彼は何かに憑かれたように工

場を出て踏切の所まで行く。途中、ラジオが無くなってはいないかという不安で胸が締め付けら

れるが、朝と同じ状態であるのを確認すると今度は胸が高鳴った。

　・・・いや、待て。明るいところで手を出すのはまずい。奴らに見られている可能性がある。

今は辛抱して暗くなるまで待とう

　彼はチラッとラジオを見ただけで何もなかったかのようにアパートの方へ歩いた。

　暗くなるのを待った。さらに深夜になってから、窓につけているカーテンをはずして風呂敷代

わりに持って、そっとアパートを出た。周囲の人影に細心の注意を払いながら踏み切りに近づ

いた。

　真空管ラジオは一見、不要ごみのように転がっている。彼は人目がないのを確認すると、すば

やくラジオをカーテンで包み脇の下にかかえた。そして心臓が踊るのを感じながらアパートに持



って帰った。

　部屋に入ると直ぐに世界最高の宝物でも扱うようにラジオを取り出し、机の上に置いた。奥行

きはそれほどない。Ｂ４の横幅を少し伸ばしたほどの大きさだ。

「オーッ、高一だ！」

　裏蓋を外して中を覗き込んだ彼は歓喜の押し殺した声を上げた。高一とは高周波一段増幅の四

球ラジオのことだ。戦前戦後のしばらくの間、製造されている。

「あの頃、家にあった物とほとんど同じだ。違うところは、これはダイナミックスピーカーにな

っているが、あの時の物はマグネチックスピーカーだった。少しだけ新しいのかもしれない」

　彼の体に故郷での、小学校高学年から中学生の頃の感覚がよみがえってきた。

　経済的に苦しい生活のなか、ラジオは家族の唯一の楽しみだった。子供のころ、一道は四角い

木の箱から音が出るラジオに限りない興味を感じた。それで故障して捨てているラジオを何台

も拾ってきて分解したり組み立てたりした。捨てられたラジオは彼の何よりも面白い遊び道具

になった。年齢的にちょうど科学的なことに興味を持つころで、何日も昼夜かまわず夢中にな

った。

　その後、就職のため大阪に出て来るまで、多くの真空管ラジオや電蓄を拾ってきては様々に作

り変えたりして楽しんだ。

　今、高一ラジオを目の前にするとその頃の幸福感に時を遡って満たされるような気分になった

。

「音は出るのだろうか？」

　木製のキャビネットの汚れを布できれいに落としてから、緊張した面持ちで一道は電源プラグ

をコンセントに差し込んだ。そして直ぐに抜いた。何も異常がなければ少しずつ、通電する時間

を長くした。こうすることによって、もし配線間違いや、ショートなどしていた時のダメージを

最小限に食い止めることができた。

　特に異常がないので、差し込んだままにしたが、パイロットランプも点かなければ、真空管も

点かない。当然、何の音も出ない。電源スイッチが入っていないのではと、三つある木製のダイ

ヤルの左のものを回してみる。左右どちらにでも回り続け、切る入るを繰り返すスイッチだ。何

の反応もない。

「つぶれていて当たり前だ。古いものだから・・・」

　彼は楽しそうに呟く。通電しない場合の始めの検査として当然、ヒューズを見る。それは電源

トランスの頭にあるが、見るとヒューズ管がうまく刺さっていない。彼はヒューズが切れていな

いことを確認して、しっかりと止めた。

　それからまた、電源ソケットの出し入れをする。今度はコンセントに差し込んだ時には、電源

トランスの小さな唸り音がするし、六・三ボルトのパイロットランプが暖かい光を放つ。煙が出

たり、異音がしたりというような異常もない。

　ソケットを差し込んだままにする。シールドカバーをしていない真空管の１２Ｆと６ＺＰ１

のヒーターがほんのりと赤みを帯びた光を出す。やがてスピーカーからゆっくりとハム音が出て

くる。さらに、アンテナ端子に手を触れさせて、中央のバリコンのつまみをそろりと回すとハム



音に混じってどこかの放送が聞こえてきた。

「なんと、ヒューズを直しただけで聞こえた。こんな音を聞くのは何十年ぶりだろうか。なつか

しいなあ・・・」

　彼の目に涙がにじんだ。彼は異常なほどの感動を覚えた。

　いい音でもない。ハイファイ音でもない。電源ハムや雑音に混じって聞こえる放送はむしろ音

質的には非常に悪い。しかし、一道にとってはそれがどんなに高価なオーディオ装置から聞こえ

る音よりも心地よく響く。

　一道の聴覚が高１ラジオの音に接して心は急激に時をさかのぼっていった。音が心の底に届き

、少年の心を蘇生させてくれた。長らく帰ったことのなかった故郷の風景を目の当たりにして呼

び起こされる感動だった。　

　彼は大阪に出て来て以来、忘れてしまっていた幸福な少年時代の感覚に浸った。

 
　　　　　　　　　　　　　（二）

 
　高一を手に入れてから、一道の生活と精神状態が大きく変わった。

　今まで彼には趣味といえるようなものはなかった。仕事以外に時間を楽しくつぶすものを持ち

合わせていなかった。だから休みの日や仕事から帰ってからはただ、ボーッとテレビでも見なが

ら過ごすだだった。

　ところが高一を家に持ち込んでからは百八十度変わった。時間があれば高一を触っている。

また、休みの日には電気街に行き、真空管に関連したこまごました物を買って来ては様々な物を

組み立てた。

　精神的には常時、被害妄想的緊張感と離人症的空虚感に苦しめ続けられていたのが、高一の音

を聴いたり、触っている間は心が満たされ、苦しみを忘れさせられた。高一によって生甲斐が

でき、少年時代の生き生きとした心になった。

　彼は暇さえあれば高一を眺め、聴き、磨き、修繕改造した。

　高一は真空管ラジオの中では音が良い。スーパー・ヘテロダインと違って、周波数変換をしな

いから、放送局のスタジオの音がそのまま聞こえてくるような気がした。

　１２Ｆで整流し、６Ｄ６で高周波増幅、６Ｃ６で検波して直接、６ＺＰ１で電力増幅をする。

電圧増幅の球もなく、音量調節が必要なほど大きな音は出ないので、高周波増幅の感度の調節は

できるが、入力ボリュームなどは付いていない。入り口から出口まで単純で音質を損ねる余分な

回路がない。

　高一から流れるＡＭ放送の音は一道にとっては、田舎の自然のなかで幸福感に満たされながら

生活していた少年時代に、自分を育んでくれた暖かい音だった。その音に接すると二十年以上も

前の自分自身に還ってゆくような気分になった。鮭が生まれ育った川を遡上する感覚もこんなも

のかもしれないと思った。

　ＡＭの音には人の心を原風景に引き戻してくれる雰囲気がある。この雰囲気こそ機器の特性の

数値以上に音の良し悪しを決める基本要素ではないのか。わざわざ、真空管のＡＭラジオの前に



マイクを置いて録音したジャズのレコードがあるのもうなずける。

　彼は高一の木製のキャビネットを注意深く丁寧に磨き、修復した。剥がれかけたりしている所

にはボンドを染み込ませて、それ以上ささくれないように固めた。

　そして、何度もニスを重ね塗りした。さらに木製のツマミにまでこまめに塗った。また、電気

街から買ってきた小物で、劣化した部品を取り替えた。コンデンサーはたいて容量抜けしていた

。平滑回路用のブロックコンデンサーと抵抗を新品にすると電源ハムがほとんど無くなった。

　さらに、６ＺＰ１の第二グリッドをプレートに直結して、三極管の働きにした。これで、音量

は小さくなるが、内部抵抗が少なくなって音が優しくなり、ますます彼の好きな音になった。

　彼のアパートは狭い路地の行き止まりに建っている。木造二階建てで二十部屋ほどある。彼の

部屋は一階の最も奥だった。

　都市部の開発が進んで、マンションやビルが次々と建設されるなかで、アパートの周辺だけは

開発には無関心というようにいつまでも変化がなかった。古い木造の文化住宅や長屋、それに鉄

くずや古紙回収の大きな工場が長年風雨さらされた姿を見せていた。

　その大きな原因は電車の線路沿いだったことにある。早朝、深夜を問わず、列車が走る。通過

する度に大きな音と振動が伝わってくる。一日のうち、列車が走らない時間帯は日付が変わって

からの四時間ほどしかない。

　彼は今でこそ慣れたが、初めは音と振動で不眠状態が続き、非常に苦しい思いをした経験が

ある。

　部屋のすぐそばにある裏口から彼は外に出た。隣の建物の壁が迫っているが、人一人が通れる

位の幅はある。自分の部屋の窓の下まで行き、足元を調べた。アパートと隣の建物の土台はもち

ろんコンクリートだが、境界の部分のわずかな隙間からは土が見えた。

「これだけあれば十分だ」

　彼はボソボソ言うと、七十センチほどの細目の鉄棒を持ってきて土の中に打ち込んだ。土中は

軟らかいとみえてスムーズに進み、頭を少し残した所まで入れた。次にアース用のコードを持っ

てきて半田づけした。

　それから、窓枠の上部にアンテナ線を這わした。両方とも窓の隙間から室内に引き込み、高一

に接続した。そうすると感度、音質ともに格段によくなった。

　嬉しくなって聞き続けていると、プッツリと音が途切れた。パイロットランプや真空管には灯

が点いているのにスピーカーからは音がまったくしなかった。原因を調べると出力トランスの一

次巻き線の断線であるのが分かった。彼は明日、工場へ持ち込んで修理しようと思った。

 
　　　　　　　　　　　　（三）

 
　三津田一道は故郷の愛媛県の中学を卒業して集団就職で大阪の今の工場にやって来た。場所は

京阪電車京都線の大阪から京都方向へ三分の一ほど行った古川橋駅から線路沿いに十五分ほど歩

いた所だった。

　駅名の通り、近くに古川というどぶ川が流れていた。夏になるとメタンのあぶくが発生して、



どぶ臭いにおいが当たり一面に漂った。

その頃は駅近辺の家並みが終わるとその後はレンコン栽培の池が遠くまで広がっていた。

　会社の名前は『カミツ工業』といって、社長の神津の名前をつけた零細家内工業だった。同じ

中学からいっしょに三名が就職したが、彼以外の者は給料など条件の悪さに辞めてしまった。職

場環境は今でも劣悪だが、就職した頃はさらにひどいものだった。

　工場は線路際に建てられた民家の一階を改造して工作機械を三台据え付けていた。機械に向か

って座ると作業する者同士の背中が触れ合うくらい余裕が無い。

　家の周囲は隣家が迫っていて、小さな窓はあるが、日はまったく入ってこない。昼間でも電燈

を点けなければ作業ができなかった。工場全体がすすけたような状態のうえに、すえくさい臭い

がいつもしていた。

　工場は社長一家の自宅兼用で二階を生活の場にしていた。子供が長女と長男の二人がいて家族

だけでも手狭なのに、そのなかの、六畳一間が従業員の寝泊りする部屋に当てられていた。

　一道たち三人が来た時、従業員は誰も居ず、社長と妻の里江の二人で仕事をやっていた。一道

は仕事をし始めて従業員が誰も居ない理由が分かった。居ないのではなく皆、辞めていったのだ

った。

　同窓の三人は狭い部屋で寝泊りしなければならなかった。食事は三食、出してくれるが、粗食

としか言いようのないものだった。それなのに食事代、部屋代を給料から差し引かれた。なに

より、給料が相場より安かった。そのうえ、神津社長夫婦は二人とも痩せぎすで、いつも従業員

がサボらないように監視していた。

　また、就業時間中もそれ以外の時もしばしば、わずかなことにでも口うるさく指図をしてきた

。四六時中いっしょにいると日を追うごとに息が詰まりそうになってきた。

　これでは、都会の若者が就職する訳がない。現実をよく知らない田舎の中学校に求人票を送る

意味も分かる。それで、しばらく勤めていると、いかに条件が悪いかが分かり、辞めてしまう。

いっしょに来た二人も都会の生活に慣れると同時に辞めた。

　一道が辞めなかった理由は何か。心臓の悪い父親が、彼が集団就職で出発する時に言った言

葉だった。

「どんな職場でもよい。十年間、辛抱しろ。そうすれば仕事が分かる。分かったうえで変わるな

ら変われ。そうしないと結局、何も手につかずに終わってしまう」

　一道は父の言葉を守り通した。それどころか二倍の年月を超えるまでになった。今でも労働条

件は悪いが、アパートを借りて自炊できるくらいの給料にはなったので、逆に転職するのが面倒

くさくなっていた。

　仕事はトランスメーカーの下請けのさらに下請けの仕事であった。あまり大きくないトランス

の特注品を作るのが主だった。

　規格品を大量に製造するのは当然、大手がやる。カミツ工業で製造するのは一個々々手作りで

やらなければならないものばかりだった。

　コアの材質、形、大きさもバラバラだ。銅線の太さ、捲線回数も千差万別だった。コアは注文

に合わせた形のものが別の下請け会社で製造されて持ち込まれるから、彼の工場ではコアを差し



込むための巻芯になる合成樹脂の筒を作り、それに銅線を巻き付けてトランスを完成させる作

業だった。手間がかかる割にはあまり儲けはなかった。

　一道が就職した頃は、単価が安く、近隣から騒音の苦情がくる程、遅くまで仕事をしても利益

はわずかだった。ひたすら埃まみれ油まみれになりながら数をこなすしかなかった。

　しかし、十年ほど前から様子が変わった。単価がどんどんと上がり始めた。それまでは頭を下

げて薄利な仕事をもらっていたのが、今度は利益率の良い仕事を選んでやれるようになった。

　世の中全体の景気が良くなり、人々の生活も贅沢になって、個性的な商品がよく売れるよう

になった影響だった。

　やがて、特殊で高価なトランスの仕事がいくらでも入ってくるようになった。人手を確保して

、製品を作れば作るほどおもしろいように儲けることができた。

　カミツ工業も時代の流れに乗って発展した。社長の神津は自宅兼工場の建物に隣接している民

家を次々と買い増し、ほぼ五倍位の広さにした。敷地は広くなったが、民家の建物はそのままで

、それぞれの家の一階の壁をぶち抜いて床を繋げ、工作機械を据え付けた。

　日は入らず、風通しも悪く、湿っぽく、すえ臭いことに変わりはなかった。社名も家内工業か

ら『株式会社カミツ工業』になった。

　そして、社長の自宅は線路からずいぶん離れて静かな場所に立派な三階建の鉄筋コンクリート

の家を新築した。四人家族にはふさわしくないほど大きかった。

　従業員も順次増やしてゆき、現在は常時二十名弱はいる。しかし劣悪な職場環境に辞めていく

者が多く、入れ替わりが激しいのは二十年来、変わらなかった。そのなかで最も古参の社員は一

道であった。

　社長はなんとか社員を確保するために新入社員の給料を上げた。ある時などは新入社員の方が

二十年近く働いている一道より給料が高いことがあった。しかも新入社員には、金額を一道には

知られないようにと口止めしていた。

　何かの機会に一道がこのことを知った時は幅の広い顔に怒りを露にして社長に詰め寄った。次

の給料から申し訳程度に新入社員よりも多くなった。

　最近もいくらでも仕事が入ってきていた。残業さえすれば会社も社員も収入は上がったが、地

域が住宅地のため遅くまで機械を動かせなかった。たいした音も振動もしないのだが、町内会の

意識が高まり、会社の自由には残業ができなくなっていた。

　断線した高一の出力トランスを持ち込んだ一道はわざとゆっくりと仕事をして、残業時間を延

ばした。

「それじゃあ、戸締り、電源スイッチなど、あとをよろしく」

　社長の神津が一道に鍵を渡してから帰って行った。いつも、いちばん遅くなる者が工場の施錠

など後始末をして出る。そして鍵は帰りがけに社長の自宅のポストに入れる事になっていた。

　彼は一人になるとポケットから高一の出力トランスを取り出した。

　小さな割にはしっかりと重みがある。鉄心を枠締めしている金具をゆっくりと広げて外す。鉄

心には膨らむ程ではないが、少々錆びが出ている。鉄心を二、三枚抜くと残りは簡単に捲き芯か

ら外れる。単純なＥ型コアだ。



　彼はゆっくりと楽しむように巻き芯を巻き線機に取り付けた。電動ではなく手動にし、逆回転

可能にして捲き線をゆっくりと引いて別のボビンに捲き取る。始めは二次用の捲き線になって

いて、最後まで断線もなく捲き取れる。ＯＰＴトランスの二次捲き線は一次より太く、断線する

ことはまずない。巻き線数を見ると八十回ほどだった。

　次に一次巻き線を外す。かなり細い銅線になっている。あまり勢いよく巻き取ると切れてしま

いそうなのでゆっくりと引きながらほどいていく。中ほどまで進んだ時、プッツリと途切れた。

断線箇所だ。

　一次巻き線も細いとはいえ、断線するのはめずらしい。６ＺＰ１程度の出力管の電流で焼け切

れることはまずない。また、絶縁処理された銅線なので劣化もそれほどない。おそらく製造段階

でキズが入っていたのだろう。

　残りの銅線もすべて巻き取った。巻き数は三千回ほどだった。巻き芯を見ると、紙製で再利用

できそうになかった。

　続いて復元しようとしたが、再利用するのは鉄心だけにした。彼は鉄心を一枚一枚、ていねい

に磨いて錆びを落とした。それから鉄心の大きさに合わせて合成樹脂の捲き芯を作った。銅線は

、コイル部と鉄心との間にかなり隙間があったことを考えて、一、二次巻き線共に少し太いもの

を巻くことにした。

　彼は時の経つのも忘れて熱中した。完成したのは深夜だった。



（四〜十）

 
　（四）

 
　出力トランスを巻き直して高一に取り付け、ラジオを鳴らすと以前よりメリハリのある音にな

った。それでいて暖かく優しい音が部屋中に広がる。何時までも聞き続けていたい気持ちになる

。

 この頃のオーディオ機器は聞き始めだけは良い音のように思えてもしばらく聞くと、耳障りな疲
れる音を出すものが多い。真空管と半導体の宿命的な違いでもあるのだろう。

　一道はアパートに居るあいだはほとんど高一をかけっ放しにしている。テレビはまったく見な

くなった。寝る時でさえタイマーをつけて、つけっ放しにして眠った。高一を聞きながら眠ると

それまで苦しまされていた不眠症が嘘のように治った。安心して直ぐに寝付くのだ。

　いつものように夜遅くまで高一を聞いていると、部屋のドアを遠慮気味に叩く音がした。ドア

を開けると二十歳くらいのヒョロリとした男が立っている。

「アノー、上に住んでいる者ですが・・・」

　一道の部屋の真上に居る住人だった。人付き合いの苦手な一道はアパートではほとんど誰とも

親しくしていない。隣室のリサイクルショップを経営している米沢という中年の男と時々、立ち

話をするぐらいだ。真上の住人がどんな人間かまったく知らなかった。

「なにか、用か？」

　一道は睨みつけてぶっきら棒に言った。彼は、この男はおそらく高一の音がうるさいので文句

を言いに来たに違いないと思った。

　それならこちらにはもっと言いたいことがある。どれほど頭上の騒音に悩まされていることか

。こちらがゆっくりとくつろぎたい時に限ってドタドタとことさら大きな音をさせて歩き回る。

不思議なことに金を数えている時には決まってドンドンと床を叩く。そして、深夜になっても平

気でギターの練習をする。さらに、寝付きかけた瞬間に天井板が震えるほど大きなドスンという

飛び跳ねるような音をさせる。

　彼は今までに何回も怒鳴り込んでやろうかと思った。

　真上の住人の姿を見ずに足音だけで空想していると何時の間にか自分に被害を及ぼし、嫌がら

せをする憎い敵になっていた。憎しみが増長するにつれて見たこともない真上の人間に対して極

悪非道の大男の姿が想像されてきていた。

「・・・いい音がしてますねぇ。どんなコンポなのか知りたくて・・・見せてもらえませんか。

ぼくは桜井と言います」

　桜井は頭をペコッと下げた。一道は予想していた人間とあまりに違い過ぎたので力が抜けたが

、高一をほめてくれて気分がよくなった。

「あぁ、いいよ。入りなよ」

　一道の部屋に他人が入って来たのは久しぶりだった。彼は、前に誰かが入って来たのは何時だ



ったかと考えてみたが思い出せなかった。こたつ兼用のテーブルのそばに座った桜井はさかん

にキョロキョロしてから、信じられないという風に高一に目を釘付けにしている。

「あれから音が出ているのですか」

「そうだ。これは高一ラジオと言うのだ」

　一道はラックの上に置いていた高一をスイッチを入れたままゆっくりと下ろして桜井の目の前

に置いた。

「ヘェーッ！」

　手品の箱でも見るように桜井は様々な方角から高一を見回した。一道が裏蓋を外してやるとほ

んのりと光る真空管に魅せられたように見入った。

「これが真空管ですか。こんな球からこんないい音がするんですねぇ。僕は電子工学科に通って

、音響工学を専攻していますが、真空管についてはほとんど習っていません」

「うん、これはもう何十年も前のラジオだが、しっかり鳴っているだろう。真空管のラジオ

はちょっとだけ手当てをしてやれば永遠に鳴り続けるぞ」

　桜井が高一に感心している様子を見て、一道は彼に好感を抱いた。

　桜井は一道とは対照的な体つきをしていた。一道は中学卒業以来、重い鉄心の詰まった木箱を

運んだり、太い銅線を巻いたりと一日中、体を使って仕事をしている。それに耐えられるように

肩幅が広く骨太でズングリした体形になり、指は太く節くれ立っている。顔や体の皮膚は機械の

油が染み込んだような色をしている。

　それに対して桜井は背丈こそ一道より高いが、頼りなく伸びた体に童顔の残る色白の顔で、指

は細く折れそうだ。いかにも勉強のみやってきたという感じの学生だった。

　・・・クソッ！また被害妄想だ

　今、目の前に見る桜井と想像していた上の部屋の住人とのギャップに自分の事ながらあきれて

しまう。

　一道の精神の傾向性は、現実から出発するが現実から抜け出して自分の被害意識に合った世界

を作ろうとする。そしてそれを現実と思い込んでしまう。ひどい時には自分自身さえ現実の自分

から抜け出して、別人の被害者のようになる気がした。救われているのは、自分でその傾向性を

自覚していることだった。

　一道は自分の大きな頭を握りこぶしで激しくゴツンと叩いた。

「どうしたのですか」

　驚いた桜井が一道の顔を見つめる。

「いやいや、なんでもない」

　一道は顔の前で妄想を振り払うように手を左右に振った。

「君の年齢では真空管を使ったことはないだろう。今では日本では製造してないしなあ」

「ええ、大学の講義にも出てきませんが・・・僕の爺ちゃんの家の近くに捨てた真空管がたくさ

んありました」

「エッ、ほんとうに？」

「今でもあると思います。二、三カ月前に遊びに行った時にも見ましたから。形や大きさは様々



ですけど、コンテナに入ったまま山ほど捨ててあります」

　一道はとっさには信じることができない。真空管全盛時代に使用不能になったものをまとめて

大量に捨てることは考えられるが、それが現在まで残っているとも思われない。桜井が、知識の

ない真空管と別の物を混同しているのではないかと思える。

「真空管というのは、こんなガラスの球の中にプレートやグリッドやフィラメントが入っている

ものだぜ。普通の灯りにする電球ではないよ」

　高一の６ＺＰ１を指しながら念を押した。

「はい、間違いないです。確かに、中にはこれと同じようなものが入っていました。形は大小さ

まざまですが、真空管です。もしよかったら、いっしょに見に行きましょうか？」

　確信ありげに言い切った。

「ウーン、是非とも見たい。ほんとうに真空管なのだったら・・・」

　真空管に魅せられている一道にとっては桜井の話しが事実なら宝の山を発見するのと同じだ

った。半信半疑ながら夢が広がった。

 
　　　　　　　　　　　　　　(五)
 
　日曜の早朝、二人は連れ立って出かけた。

　桜井の祖父母の住んでいる所は電車を乗り継いで二時間弱かかった。山が迫っている駅で、『

古市駅』と書いている。無人の駅で、周辺には人家もまばらにしかない。

「僕の実家はこの駅では降りずに、さらに二時間半くらい乗って行った、城崎です。志賀直哉と

温泉で有名な所です。そこで両親ともに教員をしています。自宅から大学へはとても通学できな

いので、アパートを借りているのです」

「やはり、そうか。桜井君を見ているといかにも頭が良さそうだから、おそらく親が賢いのだろ

うと思っていたよ」

　一道は少し嬉しそうに桜井の顔を見上げた。

「爺ちゃん婆ちゃんの家はこの駅から北西の方角へ歩いて行きます。距離はかなりあります」

　桜井は飄々と歩き始めた。一道はいっしょに歩きながら快い気分に満たされた。都会の路地裏

で生活していると寒さ、暑さ以外には季節感が無くなる。特に自然の風景の変化とは縁遠くなっ

てしまう。

　それは豊かな自然の中で生まれ育った一道にとっては魂が抜けるような思いのするものだった

。しかし、そんな生活が長く続いているうちにいつの間にか、魂がないのに慣れてしまっていた

。

「ああ、いい気分だ！人間の魂が体に帰って来たみたいだ」

　一道は大きく手を広げ、空を見上げた。澄んだ青色を背景に白い雲の塊が所々に浮かんでいる

。桜の季節にはまだ早いが、山肌は寂しい冬枯れの茶色から無数の芽吹きの兆しを予感させるぼ

んやりと薄緑に霞んだような色合いを見せている。

　日差しは暖かい。歩いていると体が汗ばむほどだ。一道は、ずいぶん昔に忘れ去っていた幸せ



な気分が蘇ってくるような気持ちがした。

　少々きつい上り坂を鬱蒼とした杉林の中を通って山あいの方へ行くと二十軒ほどの農家が背の

高い木々に覆いかぶされるようにして建っているのが見えてきた。

「あの家並みのいちばん奥が爺ちゃんの家です」

　点々と建っている家並みを通り過ぎ、さらに上って行って、村のはずれの家の前まで来た。古

い大きな二階建ての家だ。桜井はさっさと玄関に近づき、戸を開けて中に入った。

「ジジイ、ババア、居るか？誠だけど」

　一道は言葉遣いに驚いて桜井の顔を見たが、彼は平気な顔をしている。

　土間の奥の方から老婦人が出てきた。

「アレッ！マーちゃんじゃないか。よく来たねぇ。お爺ちゃん、マーちゃんがお友達と一緒に来

てくれたよ」

　奥から今度は頑丈な体つきをした老人が出てきた。

「オーッ、マーちゃん、よく来たな。いつも急に来るから食べるものも何も準備できないじゃな

いか。とにかく、友達も一緒に上にあがりよ」

　老人は長い白い眉毛を嬉しそうに動かしている。

「シジイ、今日は同じアパートで付き合ってもらっている三津田さんが真空管を見たいというの

で一緒に来たんだよ」

「そうかそうか。ワシは松次郎といいます。これが家内のマサ子です。孫が世話になって有難う

ございます。真空管ならいくらでも捨ててあるので持って帰りなさい」

「三津田です。よろしくお願いします」

　初対面の人と会うと必ず脇の下に冷や汗をかくのが一道の体質だったが、桜井の祖父母に対し

てはそんな緊張感が感じられないのは不思議だった。

「とにかく三津田さんを真空管のある所に案内して来る。帰りにまた寄る」

　桜井は三津田を促して玄関を出るとさらに山の方へ歩き出した。

「桜井君、お爺さん、お婆さんのことをジジイ、ババアと呼ぶのは悪いのじゃないのか」

「そうなんですけど、言葉を覚え始めた時、ジジイ、ババアと記憶してしまい、それが今も続い

ていて、お互いになんの違和感もないんです。ただ、他人に対しては爺ちゃん、婆ちゃんと言い

ますが」

「ホー・・・」

　一道は何と返事をしたらよいか分からなくなり、適当にうなづいた。

　しばらく行くと高く伸びた木々に囲まれた池に出た。日光は周囲の枝葉に遮られて、池の中央

あたりにしか射していない。

「何か釣れるんだろうか」

　一道が覗き込むと澄み切った水中には動く物は見えなかった。

「ええ、フナやマスがよく釣れます。今はまだ水温が低いので出て来ていませんが・・・この池

も山も先祖代々受け継いでいる爺ちゃんの土地なんです」

　池に沿った道を奥まで行くと、水源と思える水の流れが注いでいる所に出た。その流れは池か



ら百メートルほど離れた大きな洞穴の中から流れ出していた。

　洞穴の前まで行って見ると、トラックの荷台に積むようなコンテナが三つ、洞穴に押し込まれ

るようにして放置されていた。見るからに年数を感じさせ、廃棄物というよりもすでに周囲の自

然と融合している感があった。

「三津田さん、これです。真空管です」

　少し汗ばんだ額に手を当てながら桜井がうわずった声を出した。

「これッ？コンテナの中・・・」

　一道も興奮気味になって、手前のコンテナに近づいた。そして、ドアのさび付いた金具を急い

で外して開けた。

「ウォーッ!」
　彼は小鳥のさえずりしか聞こえない周囲に響き渡るような声を上げた。コンテナの中には元箱

入りの真空管が床から天井まで隙間もなくぎっしりと詰まっている。一道はしばらくの間、その

前で呆然と立ち尽くした。

「ほんとうに真空管だったでしょう」

　桜井の声に一道は我に返った。

「まさしく真空管だ。まるで夢の中の出来事みたいだ」

「そんなに喜んでもらえるとここまで案内して来た甲斐があります。あとの二つも見てください

」

　奥の方の二つのコンテナを開けて見ると、同じように隙間も無いほど元箱入りの真空管が詰め

込まれている。一道はその中から適当に二十本ほど抜き出して調べた。古いラジオやアンプのＳ

Ｔ管が多い。

　どのコンテナも整理されずに無造作に真空管が詰め込まれている。一番奥のコンテナの側面に

はペンキがほとんど消えて読みずらかったが、よく見ると「○○の真空管」と家電メーカーの宣

伝が書かれていた。

「全部、未使用の新品だ。デッド・ストックだ。桜井君、これはすごいことだぜ」

「そんなに素晴らしいものですか。でも、ここに捨てられて、二十年以上は経っていますよ。僕

が物心ついて、爺ちゃん、婆ちゃんの家に遊びに来た時にはすでにありましたから」

　桜井は楽しそうに言った。まだ、肌寒いくらいの季節だったが、一道は体の芯から熱くなって

くるのが感じられた。

 
　　　　　　　　　　　　　(六)
　

　コンテナの中をくわしく調べようとすると時間がいくらでもかかりそうだった。一道はとりあ

えずアパートにある高一用の真空管６Ｄ６、６Ｃ６、６ＺＰ１、１２Ｆを取り出し、桜井の祖父

母の家まで引き返した。

「遅かったなあ。食事が冷めてしまうじゃないか。どうだった、気に入ったのはあったか？」

　松次郎が早く上がれという仕草をする。



「たくさんの真空管があったので、三津田さんが喜んで必死に見ていたんだ」

「そうか、処分しなくてよかった。処分するには村役場に行って金を出してトラックに来てもら

わねばならんので、何十年も放って置いたが、それがよかったのだな」

　顔にしわを寄せて松次郎が笑った。

「とにかく昼食を食べなさい。マーちゃんは何時も急に来るから有り合わせの物しかないけどね

」

　腰の曲がった祖母のマサ子が一道を食卓のところへ引っ張るようにして座らせた。食卓には豊

かな山菜料理がたくさん盛られている。古くからの地元の調理方法で作られたものばかりだ。食

べてみると一道にはそれが非常に美味しかった。

　一道の故郷は海辺だった。だから食べ物の多くは海から取れたものだった。彼の家は特に貧

しかったので、副食物といえば明けても暮れても、ほとんどタダで海から手に入る物ばかりだ

った。

　普通に考えると飽きてしまいそうだが、彼は飽きるどころか美味しくてたまらなかった。それ

は母親の民代が昔から行われている非常に多種類の調理方法で素材を生かした料理をしてくれた

からだった。

　山と海との違いはあっても、マサ子が出してくれた料理には一道の幼少年期の食感と共通した

ものを感じていた。

　食事も終わって食卓に四人が座ると話が弾んでくる。一道にとって話が弾むという経験は中学

を卒業して以来、思い出せないほどない。特に初対面の者と話が合って、会話が楽しいなどとい

うことはあり得なかった。それが松次郎やマサ子とは身構えたり、緊張を感じずに話ができた。

　一道は不思議に思って、その理由を考えながら松次郎とマサ子を改めて見直した。するとぼん

やりと分かるような気がした。一道は自分の生きてきた道と松次郎のそれとが同じ次元のものに

違いないと思えた。また、彼の母親の民代とマサ子も根っこは同じではないのかと思われた。

　松次郎とはなによりも体つきがよく似ている。節くれだった指、太い腕、頑丈な肩、骨太な

骨格。それらはスポーツなどという非生産的なものによって鍛えられた体とは全く違う。生きる

ために必要に迫られて肉体を酷使した結果だった。骨が太くなっているのも、筋肉が付いている

のも、体全体がズングリしているのもすべて、肉体労働に耐えるために必然的に出来上がった

体だった。

「おじさんは元々何の仕事をしていたのですか」

　一道から見ると松次郎はまだ、お爺さんと呼ぶほど年寄りではなかった。

「わしはもともとは家具職人だ。長男なので妹や弟のために、学校もろくに行かずに親方のとこ

ろに弟子入りして丁稚奉公してきた。だが、それだけでは食えないので、生きるためと家族の為

に何でもした。家具の材料を少しでも安く仕入れるために直接、山から木を切り出す山師もや

った。もちろん、農作業はずうっとやってきた。今もやっている。親父から山や農地を相続し

たが、それで食っていけるほどの広さもないし、先祖からのもので絶対に売ってはいけない物な

んだ。わしの人生は仕事だけじゃ。趣味などというものは無い」

　松次郎は苦労話をしながらも口元には微笑があった。話を聞くと一道は嬉しくなった。



「ほんとうに、この人は仕事をするために生きているみたいです。酒を飲むでもなし、賭け事を

するでもなく、遊びもせず、ただタバコだけは吸うけど、それぐらいはどうってことはないです

」

　マサ子は自分の主人の生き方に満足の様子だった。一道の脳裏には、自分と父親の亀三と松次

郎の三人が重なり合ってくるような気がした。この感覚は松次郎も一道に対して抱いているよ

うだった。同類は分かり合えるのかもしれない。

「そうして苦労をしているうちに、この村に大手の家電メーカーがラジオと真空管の製造工場を

建てた。わしは木工技術が認められて、ラジオの木製キャビネットを作る仕事を手に入れた。

結局、その仕事をいちばん長くやった。そのおかげで、息子の、このマー君の父親も大学に行か

すことができた。やがて、ＭＴ管やトランジスターが世の中に出てきて、木製のキャビネットは

使われなくなった。それで、場所的にも不便なこともあったのだろうが、ここの工場は廃業にな

った。その時の解体業者が真空管の処分に困って、洞穴にコンテナごと捨てたんだ。今は適当に

畑を耕したり、山に入ったり、頼まれたら家具を作ったりしている。子供もみんな独立して、こ

んな孫もできた。今の生活がこれまででいちばん楽じゃ」

　遠い彼方を見るような目で松次郎が縁側から空の雲に目をやった。

「あれもお爺さんの作ですよ」

　マサ子が指差したところを見るとタンスの上に真空管ラジオがあった。それは古いものでは

なく、木目も鮮やかな新品だった。適度なニスの塗り具合で木肌の美しさが際立ち、高級家具の

雰囲気があった。

「エーッ、あれをおじさんが作ったのですか」

　一道はすぐに立ち上がってラジオの前に行った。新品なのは箱だけではない。ダイヤルも木工

芸といえるほど見事に作られている。さらにスピーカーのサランネットも新たな布で張られて

いる。

「スイッチを入れてもいいですか」

「ああ、どうぞ。わしは目が弱いので、テレビはあまり見ない。いつもそのラジオを聴いている

」

　一道がスイッチを入れると、少ししてゆっくりと放送が聞こえてくる。やわらかく暖かい音だ

。

「裏も見せてください」

「どうぞ。だけど、中身は古いままですよ。この人は電気には弱いから。年寄りが厚化粧してい

るみたいなものですよ」

　口を押さえながらマサ子が笑った。裏蓋を外してみると、ＳＴ管の五球スーパーだった。６Ｗ

Ｃ5、６Ｄ６、６ＺＤＨ３Ａ、６ＺＰ１、１２Ｆが差さっている。
「すごいなあ、いいなあ！」

　一道は感嘆の声を上げた。

「そんなに気に入ってくれるのであれば、三津田さんにも、寸法を言ってくれれば、何時でも作

ってあげるよ。暇だからなあ。真空管ラジオの中身さえあればキャビネットなど、簡単なもの



だよ」

「本当ですか。有難うございます。ぜひお願いします」

　一道はよほど嬉しいとみえて何度も頭を下げた。

　桜井と一道はついつい長居をしてしまった。夕食も食べろ、と言うのを無理に断って玄関を出

た時には山肌にすでに夕暮れの気配があった。

　

　　　　　　　　　　　　(七)
 
　一道の生活がまた変わった。時間さえあれば、日本橋の電気街に安い部品を探しに行っていた

のが、今度は一月に一回は桜井松次郎の所へ行くのが付け加わった。

　行けば一日中、コンテナの中を調べ、真空管を種類ごとに整理して並べ替えた。大多数がＳＴ

管で、６ＷＣ５、６ＺＤＨ３Ａ、６Ｄ６、６Ｃ６、６ＺＰ１、１２Ｆ、８０Ｋなどとマジックア

イだった。

　並四や五球スーパーさらに、高一付きの高級六球スーパーラジオが製造の中心だったようだ。

　　

　松次郎の家に寄ると、家具の作り方、木材の扱い方を教えてもらった。毎週、休日ごとに行き

たかったが、電車賃がかさむので抑えていた。

　コンテナから最初に持ち帰った高一用の真空管を修理したラジオに差し替えてみると、古い障

子を張り替えたような輪郭のはっきりした音が出た。コンテナの真空管は彼の予想通りの上質の

新品のものであった。

「よし、まずは同じ高一を作ろう」

　一道の目が輝いた。それは少年の目だった。

　シャーシーはアルミ板を買ってきて適当な大きさに加工する。キャビネットに入れても真空管

が見たいので、シャーシーの前の部分にバリコンを挟んで四つの真空管用の穴を開ける。売られ

ている加工済みのシャーシーは不思議なほど値段が高いが、逆に板から加工すれば実に安くで

きる。

　彼はその他の部品もできるだけ安く、できたら無料で手に入れようと思い、廃品の中からほと

んどの部品を調達した。

　彼が拾った高一のような真空管を使った物は、時代の流れで、さすがに捨てられてはいないが

、世の中の景気が急速に良くなってきているからだろうか、燃えないごみや大型ごみの収集日に

は集積場に、古い電気製品などが山ほど積み上げられた。その中にはラジオの部品に使用できる

ような物がいくらでもあった。　

　アンテナコイルは直径二、三センチの塩ビの水道管を拾ってきた。それに直径〇・一から〇・

二ミリ程度の銅線を巻けばよい。

　バリコン側には百四十から百六十回、アンテナ側には二、三十回巻く。検波コイルも同じよう

に作ればよい。６Ｄ６から受ける側には適当な幅に重ねて四、五百回巻く。ただ、かさばるので

、〇・〇九ミリ以下の細い線にする。



　バリコン側は百回ほど巻いてやればよい。巻き数はどちらも適当でよい。組み立ててから実際

の放送を受信しながら巻き数は調整すればよかった。

　再生用のコイルは巻かない。再生をかけると分離や感度はよくなるが、彼は再生のかかる音が

嫌いだった。

　これらの作業を一道は仕事が終わって、誰も居なくなった工場でやった。銅線は大小様々な直

径のものが半端な残り物としていくらでもある。それを巻くのに、巻き線機を使えば百回程度は

数十秒でできた。

　電源トランスはよく捨てられている半導体アンプの物を改造すればよかった。

　鉄心を抜いたあと、百ボルトへの一次巻線はそのままにしておいて、二次巻線を解いてしまう

。代わりに細い線を二千四百回ほど巻いてやる。そして、仮に鉄心を差し込んで電源を通し、二

次電圧を測り、二百三十ボルトあたりになるように巻き数を調整してやればよい。

　１２Ｆ用の五ボルトも他の六・三ボルトもほぼ、十回を一ボルトと考えて少し太い線を巻き、

同じように調整すればよかつた。どの二次電流も容量はたいしたことはないので、巻線がかさば

って鉄心が入らないというほどにはならない。

　仕上げは、しっかりと鉄心を揃えて入れて、ボルトとナットで締め、鉄心の緩みによる唸りを

抑えるために耐熱性の塗料を染み込ませておけばよい。

　出力トランスは、今度はチューナーやプリアンプなどの小容量の電源トランスを使えばよか

った。高一の出力トランスを修理した要領で線を巻き上げれば、これも簡単にできた。

　一人残っていた工場で一道は二つのコイルとトランスを完成させた。彼にとっては慣れた簡単

な作業で時間もそれほどかからなかった。

「やれやれ、社長や奥さんが来なくてよかった」

　彼は立ち上がって腰を伸ばしながらつぶやいた。工場の鍵が社長の自宅に返ってくるのが遅い

時には時々、社長や妻の里江が様子を見に来ることがあった。

　わずかな銅線を、それも捨てるような物を勝手に使っているだけで、別に悪いことをしている

わけでもないが、疑り深い二人に見られるのは彼にとっては気分の滅入ることだった。

　翌日から、仕事が終わるとすぐにアパートに帰り、食事も簡単に済ませて高一の部品探しと製

作に没頭した。

　バリコンは、まず薄めのアルミ板に可動羽根、固定羽根の形をできだけ多く書き込み、それを

金切り鋏で切り出す。次に、羽を固定するためのボルトを通す穴をドリルで開ける。

　固定用のボルトはできるだけ長いものを使い、頭の部分を切り落とす。それに羽を1枚づつ差込
みながら間に厚みのあるワッシャーを挟んで両側からナットで締め付ける。

　同じものを二箇所に作り、二連にする。それから厚目の鉄板をＵ字型に曲げて外枠を作り、両

方の羽根を絶縁に注意しながら取り付けて完成させた。

　真空管用のソケットはトランスの巻き芯に使っているプラスチックを二重に重ね、間に薄い銅

版に真空管の脚より僅かだけ小さい穴をポンチで開けたものを挟んで固定して作る。これでも少

しぐらい抜き挿ししても接触不良を起す心配はなかった。

　Ｂ電源の通る耐圧電圧の大きいコンデンサーは今では、家庭用品にはほとんど使われていない



。しかし、家電製品には百五、六十ボルトのものは意外と多く使われているので、それを直列に

つなげば使用できた。容量は四分の一になるが、充分すぎるほどだ。

　六・三ボルトのパイロットランプは最も電流の少ないものでも明るすぎて使いづらい。それで

八ボルトのものにして薄暗くする。残りの抵抗やコンデンサーはどこにでもあるものだ。様々な

ところからの寄せ集めでほとんどの部品がそろった。

　一道は高一を完成させて、ラジオを聴くのも楽しみだが、作ること自体がなにより楽しい。長

く楽しみたかったので、彼はゆっくりと時間をかけて作った。どうするのがよいか迷う時など、

あれこれ考えることがこの上なく楽しい。そしてそれがうまくいくと喜びも大きくなった。

　楽しいだけに暇さえあれば作業を進めるので、意外に早く完成の時が近づいた。最後の仕上

げは、バリコンを中心にして真空管がキャビネットの外からでも見えるようにガラス板を加工す

ることだった。これも拾ってきた割れたガラスの一部を使えばよかった。

　二千円程度のガラス切りとガラスドリルがあれば簡単に加工できる。真空管に合わせて適当な

大きさに切ったガラス板の中央付近にバリコンのシャフトであるボルトが入る穴を開ける。

　それから四隅にもシャーシーに固定するための穴を開ける。そして数字を書いた適当な文字盤

をバリコンの穴を中心に貼り付け、裏側にパイロットランプを付ける。それをシャーシーの前面

に立てて固定し、とりあえずありあわせのダイヤルをつけて全て完成した。

　三日ほどかけて一道は高一を完成させたが、その間、毎日、桜井もやって来て手伝った。

「三津田さんは、なんと器用な人ですねえ。僕は理論は勉強すれば分かりますが、こんなラジオ

はとても作れません」

　桜井は感動の面持ちで完成した高一ラジオを見ていた。

　音出しにはスピーカーの準備ができていなかったので、今ある高一のスピーカーに接続して試

してみた。部品点数の少ない配線だったので間違うこともないと思えたが一応、真空管を抜いて

、手順を追って各部の電圧などを確認する。異常はない。

　いよいよ、四本の真空管を挿して電源を入れた。一道の顔が期待と不安で緊張する。それ以上

に胸が高鳴る。この感覚は何度経験しても新鮮なものだった。その感覚が桜井にも伝播して彼も

快い緊張感に心が弾むのを感じていた。

　すぐにパイロットランプが点き、外からフィラメントの見える真空管が徐々に明るくなる。二

人ともスピーカーに耳を向けて音が出ないか神経を集中させる。かすかにハム音が聴こえてくる

。そして放送は入らないが、確かに電波を受信している音がする。

　一道はゆっくりとバリコンのダイヤルを回した。指がかすかに震えているように見える。少し

回すと急に明瞭な音声で放送が飛び込んできた。

「ヤッターッ、万歳！」

　二人とも、両手を挙げて大声を出した。

　二人はしばらくの間、種々の放送局に同調させては満足気に聞いていた。

「さあ、それじゃ、少し調整してみるか。もっとよく聞こえるようになるだろう」

「これだけ受信しているのに調整するところなどあるのですか？」

　桜井は興味深そうに見ている。



「そう、少しだけ、コイルの巻き数とバリコンの羽根の具合を調整するとよくなるはずだ」

　一道は放送を聴きながら各コイルの銅線を解いたり巻き足したりする。また、バリコンの羽根

の間隔を細いラジオペンチで広げたり、狭めたりもする。その度に受信状態は大きく変化する。

彼は最も音が大きくなるように調整していった。

　桜井は僅かな、コイルやアルミの羽根の変化が受信に大きく影響を与えることに非常に関心

を持ったらしく、覗き込むようにして一道の指先の動きを見ていた。

「なにせ、手作りだからなぁ。特にバリコンは羽根の状態にムラがあるから、丁寧に調整してや

る必要がある。高い周波数と中程と低い周波数と全体的にバランスが取れた聴こえ方にすれば

よい」

　一道は話をしながらも手は休めずに調整を済ませた。前よりもさらによく受信ができるように

なる。音質もアナウンサーが近づいたのではないかと思われるほどよくなる。

「こういう事を全部、勘でやれるんですねえ。すごいなあ・・・でも、こんな調整ができる測定

器はないんですか？」

「有るにはあるんだろうが、俺はガキの頃からテスター一つで全部、やってきた。高級な測定器

などは金も高いだろうし、使い方もややっこしいようで、俺には向いていない。でも、桜井君み

たいな賢い子なら使いこなせるから、いろいろ研究してみてよ」

　一道はニコニコしながら言った。

「ええ、測定と調整というのは、なにか、非常に面白そうですね。目に見えないものの状況を調

べて、それに従って目に見えるものを変化させて、目に見えないものを自由に操るということで

すか・・・おもしろいなあ。いろいろ、真空管に関連する測定器や参考資料を集めてみます」

「君が言うと難しい話になるなあ。でも、俺にはできないから頑張ってよ」

「はい、どうやら僕の大学での研究と重なってきそうですので、本気になってやってみます」

　桜井の目が輝いた。

 
　　　　　　　　　　　　 (八)
 
「社長と奥さんに気付かれないように車を出すからちょっと待っていてくれ。なにせ、会社の車

を使うと、ガソリン代がいる、減価償却がどうのこうのと、うるさい夫婦だから」

　二週間後の日曜日、一道は会社のライトバンを工場の駐車場からこっそりと乗り出して、アパ

ートの前に止めた。そこで新しく作った高一を積み、大型ごみのテレビからはずしたスピーカー

を持っている桜井を乗せて、松次郎の家に向かった。

　途中まで中国自動車道を通ると時間的には、鉄道で行くのと同じくらいで「古市駅」の近くま

で行くことができた。

　杉林を通って松次郎の家に近づくと沿道に薄紫のアジサイがところどころに咲いているのが目

に付いた。

「アジサイの花はこんなにきれいだったのか。見物用にまとめて植えられたアジサイなんか、造

花と同じだ。ここのように自然の中に咲いているのがほんとうの美しさだろう」



　一道はゆっくりと運転しながら少しはにかむような顔をした。

「そんなものですかねえ・・・アジサイの花の色は土壌のＰＨ濃度によって『七変化』するとい

う説がありますが、この辺の色は薄紫ですから、やや酸性なんでしょうねえ。美しいですが、葉

を食べると中毒をおこします」

「美しいものには、毒がある・・・ハッハッハッ」

　一道は照れくさそうに笑った。

「それにしても桜井君は何でもよく知っているなあ。若いのに草花のことまで研究している

のか？」

「僕は知ることが好きなんです。どんな分野でもいいんです、未知のものについて理解すること

が楽しいんです。楽しみなので一度、知るとほとんど忘れることはありません」

「ホーッ、やっぱり頭がいいんだ」

「音響工学を専攻しているのも、音響や音質などというものがまだ、学問的に理論構築されてい

なくて分らないことが多くあるからです。簡単に言えば今はまだ、どうして音がよいのか悪い

のか、単純な測定や主観で判断しているだけで、理論としては全くといっていいほど研究されて

いないのです。だから面白いのです。例えば、歪率ひとつを取って見ても、測定や解析の研究は

なされて、当然のように歪率が低い方が音質が良いとされています。ところが、実際の演奏など

では、歪音が快く感じられることは間々ある事です。どうして歪が快く感じられるのか、理論的

には全く証明されていません」

「ウーン、君がしゃべると難しくなるが、確かにそうだ、大金を出せばいい音がすると神様を信

じるみたいに思い込んでいるやつが多い」

　音質の話になると二人の会話は弾んだ。

　話をしているうちに松次郎の家の玄関前に着いた。松次郎には十日ほど前に高一のシャーシー

やスピーカーの大きさ、そしてキャビネットへの取り付けネジの位置などを図面にしてファック

スをしておいた。

　松次郎は二人が家に入ってくると早速、真新しいキャビネットとダイヤルを持って来て食卓の

上に置いた。

「おそらく取り付けもうまく合うと思う。スピーカーのサランネットはマサ子が選んだものを適

当に貼り付けたが、どうだ？」

　木の香りと鮮やかな木目が清々しい。

「オォーッ、すばらしい！」

　しばらくの間、一道はキャビネットを四方から感動の眼差しで見回した。

「とにかく、シャーシーとスピーカーを取り付けさせてもらおう」

　一道と桜井は手際よくそれらをキャビネットの中に固定していった。ボリュームと電源スイッ

チのシャフトも開けられた穴に狂いなく通すことができた。

「ダイヤルの穴の大きさも寸分の狂いもない。すべて完璧だ！」

　一道は感激して言った。前面は一枚板で作られている。ガラス窓となったところからはちょ

うど、バリコンを中心に左右に二本の真空管が見える。



　同調用のシャフトに付けられた木のダイヤルは他の二つの物と違ってかなり大きめのものだ。

これで同調が楽なはずだ。この大きいダイヤルと下の小さい二つのダイヤルのバランスが懐かし

いラジオの雰囲気をかもし出している。

　スピーカーの部分は格子戸風にくりぬかれている。そして裏から品のよい色合いのサランネッ

トが張られている。裏蓋も手間隙かけて、真空管の熱気がうまく逃げるように細かくくりぬかれ

ている。全体が同じ種類の木材で仕上げられている。

「さすが、家具職人さんだ。芸術品だ」

　また、感嘆の声を一道があげた。

「三津田さん、電源を入れてみましょうか」

　桜井に促されて、電源コードを差込み、アンテナに四、五メートルのビニール線を付けて、ゆ

っくりと左下の電源スイッチを回した。そしてガラス窓の中の真空管に目を凝らした。

　よく見えるようにするため６Ｄ６、６Ｃ６のシールドキャップは頭部だけのものにしている。

　やがてフィラメントが赤くなる。１２Ｆと６ＺＰ１はフィラメントが見やすい。６Ｄ６、６Ｃ

６も見る角度を変えればほんのりとした灯りが見える。

　スピーカーからかすかにハム音が出てくる。ゆっくりと同調つまみを回すと放送が入ってくる

。再生をかけていないので同調が甘いが、それが少しぎこちない動きのバリコンには合わせ易い

。

　右側のつまみで６Ｄ６の感度の調整をして、適当な音量の位置にする。６ＺＰ１を、拾った高

一と同じように三極管接続にしていることもあって音質が非常に柔らかい。拾ってきたスピーカ

ーだったが、松次郎の木製キャビネットの中で快く響く。

「アー、いい音だ」

　四人とも満足そうな声をあげた。音量を上げて、いつまでも聞き続けたい音だ。

「おじさん、おばさん、ほんとうにありがとうございました。宝物ができました」

　一道は何回も頭を下げた。

「いやいや、暇つぶしにやっただけじゃ。必要なら何箱でも作るぜ」

　松次郎もマサ子も嬉しそうだった。

　桜井と一道は夕食まで世話になってからアパートに帰った。

　大きな風呂敷に包んだ高一を持ったままの一道と桜井が一道の部屋のドアを開けようとしてい

た時、ちょうど隣部屋のリサイクルショップ経営の米沢が帰ってきた。

「それ、なに？」

　大事そうに抱えている風呂敷包みに米沢の視線が釘付けになった。

　一道はどうしてもこの男が好きになれない。ずいぶん前に婚期は過ぎている年齢なのに一人で

住んでいた。太い眉毛に面積の広い顔には特徴がなく、本心とは別に表情を自由に操れるのでは

ないかと思える。また、言葉遣いは妙に丁寧だが、人を食ったようなものの言い方をする。

　被害妄想の傾向のある一道にとっては米沢の背後には大きな邪悪の塊が隠されているように感

じられた。

「これは真空管ラジオだ」



　年齢からすればもちろん、米沢の方が一道よりかなり年上だが、一道は自分にとって危険と思

える者に対してはいつもぞんざいな言葉遣いになった。

「ホォー、ぜひとも、ちょっと見せてもらえませんか」

　了解もしないのに米沢はドアを開けた一道の後について部屋へ入ってきた。一道はしかたなし

に座卓の上で風呂敷を広げて見せた。

「ヘェーッ、なんとこれは、いい物じゃないですか」

　米沢は商売人の目になって高一を見た。そして、いかにも欲しそうな顔つきになった。

「これをうちの店で売らせてもらえないですか。いい儲けになるようにするからさあ。頼みま

すよ、この通り」

　大げさな身振りで、何度も頭を畳にこすり付けるようにする。

「これは売るために作ったのではない。趣味でやっているだけだ」

「だから、その趣味も人のためになるんだったら、それに越したことないじゃないですか。そ

れに、あんた、こんな宝物をもう一台、持ってるじゃないか」

　拾ってきた高一の方に顔を向けてあごをしゃくりながら、ラジオを持ち帰ろうとする。

「だけど、俺は売る気はないぞ」

　一道が不機嫌に言うと、米沢はあわてた様子で財布から一万年札二枚を出して一道に無理やり

握らせた。

「うちの店は儲けよりも社会奉仕、環境保護が目的でリサイクルをやっているのですから、商品

を提供してくれたら、その人は間接的に社会のお役に立っているということになります。両方と

もいい事をすることになるから、いいじゃないか」

　米沢は有無も言わせず、ラジオを持ってすぐにまたアパートを出て行った。

　強引な米沢に一道は憎々しく思ったが、気分はそれほど悪くなかった。松次郎や自分が精魂込

めて作った物の良さが他人にも認められたような気がするからだった。

　桜井は終始面白そうに見ていた。

「もし、売れたとしたら楽しいですねえ。確かに趣味が実益になるのは理想ですよ」

彼は子供のように笑った。

 
　　　　　　　　　　　　　(九)
 
　米沢の経営するリサイクルショップは新大阪駅から淀川の方向へかなり離れた場所にあった。

十分ほど歩けば広い川幅の淀川堤防に出た。それでも駅前再開発地域に入っていて、最近の道路

整備で木造二階建の借家の店舗は十五メーター道路に面することになった。車や人通りも整備前

よりはるかに多くなっていた。

　米沢のショップは一階に雑多な商品を並べ、二階は集めてきた品物を保管するのに使っている

。商品のほとんどは不用品や大型ごみの中から使えそうなものを拾ってきたものだ。経営して

いる、と言っても従業員は彼以外にパートで来てもらっている店番の老婦人だけだった。

　米沢は一道からひったくる様にして貰ってきた高一を店の一番目立つところに陳列した。値札



には、値切られることを前提に四万三千円と書いた。

　今時、真空管ラジオがどのくらいの値段で売買されるのか予想しにくかったが、一道達の製作

した高一は外観からしても安物やまがい物ではないことが素人でも分かるような気がしたので高

めにつけた。

　高一を店頭に出してから二日目、高年のサラリーマン風の男性が来て、

「このラジオは実際に聞こえますか」と尋ねるので、米沢はプラグをコンセントに差込み、電源

を入れて音を出してみせた。

　その男性はたいへん気に入った様子で、定価ですんなりと購入した。彼は予想以上に高額でし

かも早々と売れたのには驚いた。同時に、うまくやれば大儲けができると思った。

「とにかく、なんでもいいから、どんどん作ってよ。三津田さんかて、金儲けが嫌いな訳じゃな

いでしょう。わたしはこの商品には大いに乗り気になっているんですよ」

　米沢は高一が高いマージンを上乗せしても売れたことで気をよくして、一道を追い立てて作ら

せようとした。さらに松次郎の家までついて行き、大量のキャビネットの制作まで依頼した。費

用の支払いは自分が直接支払うことまで話を進めていった。　　　　

　さらに米沢は一道の高一製作が数多くこなせるようにするためにアパートから少し離れた、同

じく線路沿いに建っている一戸建の住宅を借りた。そして、そこに一道を半強制的に引っ越さ

せた。

　一階が七坪程の土間になっていて、二階で生活ができるようになっていた。アパートの部屋よ

りもさらに線路に近づいて建っているので、電車が通る度に激しい音と振動が家屋全体を襲った

。それでもアパートとは比べものにならないくらい広々としていた。

　一道がこれまで生活してきたなかで、自分専用の生活空間としてはもっとも広かった。

　一道は米沢に対して警戒しながら不機嫌に接するが、米沢のおどしたりすかしたりする話術は

口下手な一道の太刀打ちできるものではなかった。結局、米沢の言いなりになっていた。それ

でも、一道にとって真空管のラジオ作りは好きなことなので、不快ではあるが不満ではなかった

。

　日を追う毎に一道は忙しくなった。手が足りない時には桜井にも手伝ってもらった。カミツ工

業での仕事が終わればすぐに帰って来て、夕食もそこそこに一階の土間で制作し始める。それが

深夜まで続いた。

　こんな彼の生活の変化に疑心の強い社長夫婦が気づかない訳がなかった。すぐに専務で妻の里

江が彼の家に様子を見に来た。それからしばらくして、どこでどう繋がったのか、カミツ工業に

米沢が出入りするようになった。

　ほどなく社長が、一道の家に相談したいことがあると言ってやって来た。

「一道君は、儲けの良い仕事をしているらしいな。米沢さんから聞いたぞ」

　かなりニヤニヤした顔つきなっていた。

「俺は、仕事は仕事でちゃんとやっているよ。ラジオは趣味で作っているだけだから」

　一道は、ラジオ作りの為に仕事をおろそかにしていると疑った社長が文句を言いに来たと思

った。



「いやいや、そういう意味で言っているんじゃない。逆に、そっちの方を本業にしてくれないか

と言ってるんだ」

「ハァ－？」

　初めは神津が言っている意味が分からなかったが、よく聞くとカミツ工業から高一ラジオの部

品を供給するから一道はラジオの組み立てを仕事としてやれ、ということだった。そして一道を

工場長に任命するから給料は利益が上がりさえすれば増やしてやると言う。好きな趣味が仕事に

なるのだから断る理由はないと思えた。

「そうしてもらえたら、俺もありがたいですが・・・」

「よっしゃ、そうと決まったら、どんどん作ってくれ。うまくいったら大金持ちになれるかも知

れんぞ、一道君」

　神津は自信ありげに口をへの字に曲げて何度もうなずいた。どうやら米沢とすべて、話はつい

ていたようだった。

　一道は朝起きてカミツ工業の方へ出勤する必要もなくなった。一階に下りて一人でラジオを組

み立てればよい。人間づきあいが苦手で神経過敏の一道にとっては仕事がやりやすくなった。な

により、専務の里江にトイレに行く回数までチェックされて仕事させられることから解放される

のは気分が晴れることだった。

　必要な部品やその作り方は一道が工場の者に指示して作らせた。バリコンや真空管ソケットな

どには改良を加えて、均一なものが製作できるようにした。工場では、神津が徹底的に安く作る

ことを金科玉条にして儲けを稼ごうとしていた。一道が少しでも割高で良質のものを作ろうとす

ると急に不機嫌になって許さなかった。

　トランスの鉄心は専門の業者から決められた形のものを納入させていたが、自社で製造したほ

うが安くつくということで、プレス機を購入して狭い工場に設置した。そして最も安い電磁鋼板

を仕入れてきて作った。

「せめてオリエントコアにしろよ」と一道は文句を言ったが、神津は少しでも儲けが減るような

話になると眉根に皺を作ってむずかしい表情になり、聴こえないふりをした。

　部品の量産ができるようになると、桜井松次郎からも真新しいキャビネットとダイヤルそして

四種類の真空管が次々と届いてきた。洞穴にあったコンテナの真空管の量を考えると様々な種類

の物があったにしても代表的なラジオ球の６Ｄ６、６Ｃ６、６ＺＰ１、１２Ｆは膨大な量があり

、不足しそうには思えなかった。

　一道はフル回転で働いた。食事と眠る時以外は一階の作業所で何時も手を動かしていた。材料

を加工するような作業は全部、工場で済ませてくるので、彼がやるのは部品の取り付けと半田付

けが中心になった。それでも一台を完成させるにはかなりの作業量だった。

 
　　　　　　　　　　　　　(十)
 
　米沢は高一ラジオを本格的に販売するためにチラシを作った。

「あたたかい音・あたたかい光・あたたかい木」というキャッチフレーズを用紙の上段に大き目



の文字で書く。

　次に品名を「真空管ラジオ《望郷》」と毛筆体で太く書く。中ほどに一道の組み立てたラジオ

の大写しの写真を入れる。その下には「懐かしい真空管のともし火を見ながら、ふるさとで聴い

たラジオ放送の音に耳を傾ければ、こころはこの上なく癒されます」と宣伝文句を入れる。

　全体の背景に薄く里山の写真を写し込む。いちばん下に、製造・カミツ工業株式会社、販売・

米沢商会と入れる。定価は半導体のラジオの五倍位に設定した。

　《望郷》を本格的に売り出すとチラシを配布しなくてもよく売れた。ショップの店頭に並べた

だけですぐに売れた。一道はその販売数を製作するのが精一杯だったのに、米沢が新大阪駅周辺

地域の新聞折込にチラシを入れたものだから注文が多量に入ってきた。とても一道一人では対応

できなくなった。

　神津と米沢が製造が間に合わないのにイライラして一道のところへやって来た。

「人手をいくら使ってもよいし、設備投資もしてもよいから、とにかく注文の数を作ってくださ

いよ。こんなマージンのいいヒット商品に短い人生で何度も出会えるものじゃないですよ。会社

にとって今が最大のチャンスです」

　米沢が拳を振り回しながら力説する。

「そのために、この借家と両隣の二軒も高い金を出して買い取ったよ。壁をぶち抜いて床を繋げ

れば三倍の広さにできる。そして、ここを『カミツ工業組立工場』にして、あちらの部品を作っ

ている方を『カミツ工業本社工場』として本格的に大量生産をやっていくぞ。だから一道君、し

っかり頼むよ」

　神津は小作りな顔をめずらしく脂ぎらせている。

　二人は意気込むが、組み立てにしても半田付けにしても未経験者がすぐにできるものではない

。こういう品物は不慣れな者に作らせると高い確率で不良品が出る。一時的には可動しても長年

、使用すると必ずといってよいほど不具合が生じる。一道が作る楽しみを味わうのは二十年以

上使ってもびくともしないような品物だった。

「こんな丈夫な物を誰が作ったのだろう」

　大げさに言えば、後世の人がこのように感心してくれることを想像するのが彼の何よりの喜

びだった。だから、一つのボルトやナットの締め付けや一本の抵抗の半田付けにしても十分な年

数に耐えられるように作業していた。すべての過程でほぼ完璧に仕上げているつもりだった。そ

れを、とにかく数をこなせと言われても一道の気持ちとして、いい加減な仕事はできなかった。

かといって、神津や米沢の要求を無視することもできなかった。

「桜井君に頼むしかないか・・・」

　これまでも様々に手助けしてくれている桜井は電気関係の、理論的にはもちろん、実際の作業

にも非常に優れてきていた。さらに今ではどこから手に入れてくるのか様々な中古の測定器や雑

誌を狭いアパートの部屋いっぱいに持ち込んでいた。

　そして《望郷》の最終調整は一道の勘頼みでは時間がかかるので、桜井にテスト・オッシレ

ーターを使ってやってもらっていた。

「大学も暇ですし、いくらでも手伝いますよ」



　一道が生産増の応援を頼むと桜井は機嫌よく引き受けてくれた。彼は頭脳明晰な学生で、大学

の講義などは余裕でこなしている。実際、何時も飄々として暇そうだが、単位は優秀な評価で修

得している。

「一部を流れ作業にせざるを得ないですねぇ」

　桜井は作業の分割とその仕事量を細かく計算し始めた。ボルトとナット一対を締め付ける作業

でも、ワッシャーを何個挟むかで仕事量に差を出す。さらに同じ仕事量でも、作業者の得意不得

意によって掛かる時間に差があると考えられるものにはそれも勘案して分割していった。

「ガラス加工は業者にやらせるとして、僕たち以外にあと七人の作業員がいるとうまく分業でき

ると思います」

「それじゃあ、社長に言って人を集めてもらおう。ついでに、壁を取払って作業場も広げても

らう」

　仕事の状況を神津に説明してから作業員の増加と作業場の増築を頼むと、めずらしく機嫌よく

引き受けてくれた。人数を増やせばそれだけ人件費が増加するので不機嫌になると思ったのだが

、よほど儲けが良いに違いなかった。

　返事は良かったのだが、すぐに新聞の求人欄に募集を掲載してもなかなか人が集まらなかった

。それもそのはずで、時給が世間並みより安かった。カミツ工業よりもっと高い時給で手の汚れ

ない仕事がいくらでも載っていた。

　それでも三、四回掲載してどうにか七名、近所の人が来てくれた。七人とも女性だったが、六

人は主婦で一人が未婚者だった。両隣の住人も引越して壁を取り払ったので作業場も広がった。

　桜井は計算に基づいた分業設計を現場に当てはめていった。

　まず三名で分担してシャーシーへの部品の取り付けをする。次の一名で配線コードを使用場所

にしたがって半田づけしやすいような適当な長さに切断して、両端の被覆を剥がす。

　残りの三名で抵抗、コンデンサー、配線などを半田付けしてゆく。桜井と一道でキャビネット

へシャーシーとスピーカーを固定して調整をする。

　桜井によるとこれで各個人の製作時間は均一化され、最も効率よく作業がはかどるはずだと言

った。ただ、半田付けの三人が熟練することが条件になるので、それまではしっかりと教えなけ

ればならなかった。

　実際に製造を始めてみると種々雑多な問題がいろいろと出てきた。桜井はそれらをたのしく遊

んでいるように見事に解決してゆく。神津がしぶしぶながらも工具類にも資金を出してくれる

ので、桜井はどこからともなく作業に適した便利な物を購入してくる。

　部品取り付けのボルトやナットを締めるための非常に小型のトルク調節つきの電動ドライバー

を始め、配線用のコードの切断機や被覆除去機など、一道も、よく捜したものだと感心するよう

なものもある。

　基本的に体力の弱い工員でも長時間、作業が楽にできるように考えていた。

　工員が作業に慣れるにつれて、スムーズに流れるようになった。ただ、どうしても作業が滞っ

てしまうのは、一人で担当している、配線の切断と被覆はがしの工程だった。桜井の仕事量の計

算が間違っていたのではなく、むしろ他のところより仕事量は少なかったのだが、この作業につ



けた有沢和美という娘の動作が随分にぶかった。彼女はパートに来てくれた中で唯一の独身者だ

った。

　切断機も被覆除去機も電動で一度に七、八本の処理が可能なのだが、有沢は除去機にコードを

入れるのを怖がって一本づつ、ゆっくりとしか被覆を剥がせなかった。

「奥のブラシに爪が削られそうで怖い。回っているのが見えなければいくらでもできるけど」

　有沢は年よりも老けて見える顔を少し歪めて言った。感情が顔の表情にはあまり出ないタイプ

だが、他の者に迷惑をかけることをたいへん気にしているようだった。

　確かに、除去機は複数のブラシを回転させて被覆を削り取る構造になっていて上下にはカバー

があるが、挿入口からは音を立てて回るのがわずかに見える。普通の者であれば、恐怖心を起す

ようなものではなかった。

　有沢の配置換えをすればよさそうなものだったが、彼女の作業の様子を見ていると、他のこと

をやらせるともっと流れが中断してしまいそうだった。

「・・・それでは一本ずつになるけどアレでやってみますか」

　困っている有沢を見て、どこからか桜井が持ってきたのは電動鉛筆削りだった。芯の太さを調

節してコードを入れると単線だったこともあってうまく被覆が削れた。さらに挿入口に配線の太

さに合うような円筒の枠を噛ますとスムーズにできた。なにより、指を削られるような恐怖心

はまったくおこらなかった。

　有沢は今度は怖がらずに、鉛筆削り機を二個並べて一度にできるようになった。これで作業の

流れはほぼ順調になった。

　七名の工員が慣れるにつれて《望郷》の製造数は延びていった。

　米沢は何時の間にか《望郷》専用の梱包用ダンボール箱なども作らせていた。いよいよ本格的

な製品として高一が出来上がってきた。完成し梱包されたものを見ると、一道も桜井も考えても

見なかった方向になったのに少し戸惑いながらも、妙な満足感に襲われた。



（十一〜十五）

　(十一)
 
《望郷》の製造が順調に進むようになってからも、米沢は次々に増産の目標を上げてくるので、

寝る暇もないほど忙しい日々が続いていた。一応、日曜日は工場は休業だが、一道は翌日からの

仕事の段取りをするのに一日中、動かなければならなかった。それで、松次郎の所へも行く時間

がなくなっていた。

　十月も終り近くになった日曜に、どうにか仕事の段取りをつけて、朝から桜井と古市に行くこ

とができた。

「すっかり、稲刈りも終わっているな。空気がぜんぜん違う。風が心地よい。緑のない濁った空

気の工場辺りと比べれば天国と地獄だ」

　古市駅近くから、松次郎の家の方へ緩やかな勾配の田舎道を車を走らせながら一道が深呼吸を

何度もしている。窓は開けて入ってくる空気を吸い込む仕草をしている。途中、背の高い杉林が

あるが、そこを抜けると山すその田園風景が広がる。桜井は風景などには関心が無さそうだか、

それでも一道につられて大きな呼吸を一回した。

　松次郎の家の近くで車を降りた。そばに新しく大きな工場が建っていた。仕事は休みで人は居

ず静かだ。

「この工場でキャビネットを作っています。これだけ広くても製造が間に合わないくらいになっ

ています」

　桜井はその後も何度か、祖父の家に遊びに来ているので状況はよく分かっていた。

「ジジイ、ババア、居るか？遊びに来たぜ」

桜井が何時もの調子で大きな声を出すと、松次郎とマサ子が奥から出てきた。

「三津田さん、久しぶりによく来てくれたね。早く中に入ってお茶でも飲んでください」

　家の中に入ると、開け放たれた縁側から凛とした風が入り心地よい。

「お金は少しは多くもらえるようになったが、忙しくてしかたがないよ」

　苦笑いをしながら松次郎が、一道と前回会ってから以降のことを話した。一道と同じく生活が

大きく変わっていた。仕掛け人はまたも米沢だった。

「金儲けができるのだから文句はないだろう」

　こう言って米沢は松次郎の気持ちなどは無視して、次々と話を進めていった。

　村長にも話をつけて、村の発展の為だからと村の土地を安く借り上げ工場を建てた。そして松

次郎を工場長に立てて職人を集めさせた。松次郎の知り合いの木工の熟練工だけでは人数が足ら

なかった。

　米沢は新聞折込に募集チラシを入れて人を集めた。ところが応募してきた人はほとんどが素

人で、松次郎を悩ませていた。必要数は出荷するが納得のいく仕事にはなっていなかった。

「俺の方もおじさんのところと全く同じですよ。ぜんぶ米沢に仕切られて好きなように働かされ

ている。元はと言えば俺が米沢に関わったからいけなかった。すみません」



「いやいや、三津田さんが謝ることはないよ。村の人は現金収入が増えたと言って喜んでくれて

いるし・・・まあまあ、今日は仕事のことも忘れてゆっくりしていけよ。そうだ、気晴らしに鱒

釣りでもやろうか。昼食は鱒の塩焼きにしよう」

「それだったら、後でおにぎりを握って持っていきますから先に池に行って釣ってください。こ

れも忘れないように」

　マサ子が十本ほどの鉄串を持ってきた。松次郎はそれを受け取って外に出ると、裏の方から釣

竿を三本持って来た。釣竿といっても竹を根の部分から切り出して乾燥させ、先に釣り糸を付け

ただけの物だ。

「それじゃ、行こうか」

　三人は真空管のコンテナが捨ててある洞穴の方へ上って行った。一道が以前に通った時には獣

道のようなものだったが、今は軽トラックが走れるくらいになっている。おそらく何度となく真

空管を運び出しているうちに自然と広がったのだろう。

　洞穴の手前の池に着いた。水温が低い季節は魚影は見えなかったが、今は湖面をのぞくと多数

のハヤが勢いよく逃げてゆく。

「うまくハヤをかわせば釣れる」

　松次郎が釣竿を渡しながら言った。一道は嬉しくなった。釣りをするなどというのは何年ぶ

りか、いや何十年ぶりか思い出せない。故郷で中学を卒業するまではよく近くの海に釣りに出か

けた。父親が心臓を悪くするまでは幼い頃もしばしば釣りに連れて行ってもらった。遊びといえ

ば釣りだった。就職で大阪に出てきてからは釣りをした記憶がない。

　竿を握ると釣りの懐かしい感覚が蘇る。餌は持ってきていなかったのでどうするのかと思って

いると、松次郎は近くの倒木の腐った部分を石で叩いて砕いた。

「適当にこの虫を取って針につけなよ」

　スポンジのようになった木片を見ると、一センチほどの白い幼虫がたくさん動いていた。一道

はそれをつまんで針に刺し、浮きもなく小さな鉛玉しかついていない糸を池の中へゆっくりと落

とした。すると人影に花火が散るように逃げたハヤが瞬時に多数寄ってきてアッという間に餌を

食う。

　竿にブルブルと振動が伝わる。引き上げるとよく肥えたハヤが元気よく跳ねながら釣れた。

「ハヤをよけながら餌を底まで落とすんです。そして鱒が回遊してきた時にゆっくりと引き上げ

ます」

　桜井が実演しながら説明する。確かにハヤは、餌が水面に落ちた瞬間にいや、よく見ると水面

に着く前の影の動きにさえ反応して飛びついて来るが、ある深さに沈むと興味をなくしたように

追いかけなくなる。

「アッ、鱒が回って来ました。見ていてください。こちらに近づいた時に餌をスッと引き上げ

ます・・・」

　数匹の鱒が釣り糸に近づいた時、桜井は竿を軽く上下させた。すると先頭の鱒が目の前に来た

子虫を何の疑いもなく飲み込んだ。すかさず、竿を引くと元気の良い二十センチほどの鱒が跳ね

ながら上がってきた。一道も同じ要領でやると面白いように釣れる。



　少しの間に三人でかなりの数を釣り上げた。

　マサ子がおにぎりと温かい味噌汁を持って来てくれた。火をたき、鉄串に鱒を刺し塩を振りか

けて焼いた。こんなに美味しい食事があるものかと、一道は感嘆の声をあげた。

　

　　　　　　　　　　　　（十二）

 
　食事が終わってから洞窟のコンテナの所へ行ってみる。中を開けてみると三台とも真空管がか

なり減っている。いかに大量に作ったかが分かる。

「ワシは真空管のことはよく分らないから、それに詳しい杉山という爺さんに工場に送ってもら

う真空管の段取りをしてもらっているが、高一に使える真空管はそれほど多くは残っていない

と言っている」

　松次郎が薄くなった頭を撫でながら言った。

「その事は米沢も知っているのですか」

　強欲な米沢のことだから何をするか分からないと思い、一道は心配になった。

「あぁ、とにかく代替品でもなんでもいいから準備してくれ、と言っている。一本でも本物の真

空管を使ってあとは適当な物をかざりに付けて、不足の分は半導体で代用すれば詐欺にはなら

ない、とも言っていた。今、ずいぶん儲けているのでこの状態をなんとしても続けたいようだ」

「そんないいかげんな品物は作りたくないですよ。だいいち、それでは真空管ラジオにならな

いじゃないですか」　

　一道は不満そうに言った。

「どこか、真空管の製造元からは購入できないのですかねぇ」

桜井は石を拾っては投げて、それが立ち木に当たる音を楽しみながらつぶやいた。

「６Ｄ６のような真空管はもう、どこの国でも作ってないにちがいない。一度に大量に仕入れる

ことは不可能だろう」

　一道はあきらめ顔になった。

「じゃが、無くなれば作ったらよい、と杉山さんは言ってくれる」

「エッ？作れるんですか」

　二人とも驚いて松次郎の顔を見た。

「もともと杉山さんは、ここに工場があった時、真空管製造の技師として働いていた人じゃ。少

し設備を揃えれば作れるらしい・・・今からでも杉山さんの家に行ってみるか」

「ぜひとも連れて行ってください」

　一道の目が輝いた。三人は一度、松次郎の家に帰り、軽トラックに乗って出かけた。桜井は身

軽に荷台に飛び乗った。杉山の家は駅の方へ下って行く途中で右に折れてまた、山裾へ上った所

にあった。ちょうど松次郎の家から山一つを隔てた反対側だった。

　急に訪ねたにもかかわらず杉山は待っていてくれたかのように三人を家の中に入れてくれた。

奥さんに先立たれて、二人の子供もそれぞれ家庭を持ち市街地で生活しているので、一人住まい

をしていた。



　大柄で一見すると不機嫌そうに見えるが、朴訥とした語り口は誠実さを感じさせる。まもなく

八十歳を迎えようとしていた。

「真空管作りは工具と工作機械さえあればそれほど難しいことではない。戦時中は学校で子供に

作らせていたくらいだから」

　杉山は真空管の作り方を詳しく説明した。さらに、裏の小屋に案内されて行って見ると当時使

っていた道具や作りかけの材料まで残っているを見せてくれた。

「あと、真空ポンプとガラスを溶かす電気炉、それに型枠にガラスを噴出するコンプレッサーが

あれば、とりあえず製造できるよ」

　控えめだが嬉しそうな杉山の表情は根っからの真空管好きに見える。

「プレートやカソードやグリッドの材料は今でも、いくらでもある。ゲッターも手に入る。ソケ

ットも成型加工すれば簡単にできる。機械さえあれば明日からでも作れるよ。ただ、二極管と三

極管までくらいのほうがよいだろう。それ以上の多極管はやはり不具合を起こす可能性が高くな

るからなあ」

　杉山は少年のように目を輝かせて、今にも作り始めそうだ。

「三極管でもＢ電圧を少々上げれば６Ｄ６、６Ｃ６と同程度の動作にできます。むしろ、三極管

で統一したほうが歪みが減少して、いい音になると思います。それに二極管も将来的にはプレー

トを二分割して両波整流ができるようにした方がより良いと思います」

　桜井も乗り気になった。

「若い人が真空管に関心を持ってくれるとは嬉しいなあ」

　杉山は微笑しながら桜井の顔を目を細めて見ていた。　

　時間が経つにつれて四人は意気投合して話が弾み、夕方近くまで杉山の家で過ごした。帰る時

には様々な作物をたくさん貰った。

　翌日、一道は米沢に、言いたいことがあるから工場に来てくれ、と電話をした。

「用事があるならこちらの店に来てくださいよ。店舗には休みなどないからさ」

　米沢は金儲けに直結しないことには横柄な言い方をした。

　一道は仕事の段取りをつけて米沢の店に行った。新大阪駅には古川橋駅から淀屋橋まで出て、

地下鉄御堂筋線に乗り換えて行くので、一時間ほどかかった。

　これまで、《望郷》の生産に忙しくて米沢の店にはあまり行くことはなかったが、行くたびに

変わっているのには驚かされる。

　最初に行った時には、路地裏のような所の古い木造二階建の民家を店舗にしていた。次に行っ

た時にはその店舗の前に広い道路が通っていた。そして次には店舗や周囲の木造住宅を取り壊

して、立派な五階建のビルになっていた。

　前に行った時には五階建のビルの一階だけでリサイクルの店舗を出していたが、今は二、三階

の窓にも《望郷》の大きな宣伝の看板を出していた。

　変化しているのは米沢の店だけではなく、新大阪周辺の地域全体が目まぐるしいほど行くたび

に変わっていた。特に米沢の店の辺りは、急速に歓楽街化しているように見える。

　新大阪駅周辺に宿泊するビジネスマンを目当てに、夜になればけばけばしい光を放つであろう



ネオンがいたるところに取り付けられていた。かといって、古い木造の家もあれば団地もある。

不調和この上なく趣の無い街だったが、一道はなぜか人間の粗末さがありのままに出ているよ

うで、懐かしい雰囲気と安心感が沁みてくるように思える。

　店の前に行くと目立つところに『米沢商会株式会社』と大書した看板が掛けてあるのが目に入

った。

「ヨォー、三津田さん、久しぶりに来てくれましたな。二階に上がろう。二階も三階もその上も

俺の会社のものだから」

　店に入ると、以前はリサイクルショップらしくいろいろな品物が置かれていたが、今は《望郷

》専用の売り場のようになっていた。それ以外の品物は片隅に無造作に積み上げられている。店

員も増えて、忙しそうに動いているが、女性の店員ばかりで、一道が入ってきても胡散臭そうに

チラッと見るだけで、挨拶もしない。そのくせ米沢とは妙に馴れなれしく会話を交わす。

　その様子を一道は見ていると、米沢と従業員との間にいかがわしい関係があるのではないかと

邪推されてきた。

　・・・チクショーッ、せっかく真空管を触ることで妄想癖から逃れられていたのに米沢の傍に

いると精神が異常になりそうだ。早く帰ろう

　一道はうっとうしい気分になっていた。

　二階に上がると豪華な応接室があった。

「スゲェー椅子があるやないか。お前はいったいどれだけ俺や松次郎さんから金を巻き上げたら

気が済むのだ」

　一道はいきなり不機嫌に言った。

「そんな疑い深い目で見なくてもいいじゃないですか。俺は別に悪いことをしたり、ごまかした

りしている訳じゃない。皆さんに仕事を与えているのだから感謝こそされ、恨まれる筋合いはな

いですよ。このビルかて、前のオーナーが手放したいというから、俺が借金までして買って助け

てあげただけですよ。それから《望郷》の販売は順調なので株式会社にして、少しでも税金を安

くして、働いてくれている社員に還元しようとしているのですよ」

　得意げに米沢は胸をそらす。一道はますます不愉快になった。

「そんなことはどうでもいいが、山のコンテナの中の真空管がなくなった時には、詐欺まがい

の《望郷》を作らそうとしているらしいが、そんなこと、俺が許さんぞ。もし無理やりそんなも

のを作って売ったら、詐欺商品だと俺が言いふらしてやる。とにかく、真空管を作れる人がいた

から松次郎さんの所へ行って、必要な機械などを全部購入してすぐに作れるようにせよ。そうし

なかったら、こんな会社、いつでも潰してやる」

　一道は一方的に怒鳴るように言って、早々に米沢の店を後にした。

 
　　　　　　　　　　　　　(十三)
 
　杉山の製造した真空管が工場に持ち込まれたのは半年ほども経ってからだった。結局、コンテ

ナの高一用の真空管がほとんど無くなってからだった。米沢はやはりギリギリまで真空管製造の



ための設備に金を出さなかったのだ。

　出来上がった真空管の外形は１２Ｆと同じになっている。種類は両波整流のできる二極管と三

極管の二種類だった。ガラスの均一な滑らかさ、不純物の無い透明さ、ベースソケットの堅牢さ

、内装物の正確さ、どれをとっても妥協しない職人の意気込みがうかがえる。

「きれいだなあ」

　手で感触を楽しみながら一道は感動している。

「ずいぶん特性の良い真空管に仕上がっています」

　桜井も真空管試験機を持ってきて種々の測定をしながら感心している。桜井の、真空管やそれ

を使用している機器に対する知識はほぼ全てのものに通じるようになってきていた。さらに知識

だけではなく種々の測定器を購入して、実際に真空管を使った回路の検証もできるようになって

いた。

「これなら、低周波にも高周波にも使えます。しかもかなりの高電圧、高電流にも耐えられます

。でも、すごいですねぇ、おそらく測定もせずに経験でこれだけのものを作ることができるので

すから。もともと理論があって物ができたのではなくて、先に物が存在していてそれを研究して

理論が出てきたのですねぇ。杉山さんの真空管を調べるとそれがよく分かります」

　さかんに桜井はうなずいている。

　一道と桜井は新しい真空管を《望郷》に使うために電源部分を中心に改良を考えた。

　長期間、ハム音も出ず安定した受信ができ、ある程度の音量も出るようにするためにＢ電源を

三百五十ボルトまで上げ、さらに両波整流ができるように巻き線を二倍にする。その上、チョー

クコイルも使用する。また、充分な音量が得られるようにする為、検波の後に電圧増幅管を追加

する。

　杉山真空管は、６Ｄ６のように増幅率を可変させる機能を持たせるには不向きな特性なので、

受信電波の強弱がそのまま音量に影響して急に大きな音になったりするのを避けるために、検波

の後に抵抗をつけた十接点のロータリースイッチを取り付けてアッテネーターとする。

　その代わり、高周波増幅量調整のボリュームは無くするので、ツマミは三個のままで変わら

ない。そしてスピーカーはこれまでより一回り大きい十六センチフルレンジのものを使う。

一道はこれらの変更を神津に言った。

「そんなことまでしなくていいだろう。見栄えは何も変わらないのに、手間も費用も二倍以上に

なる。損にはなっても得にはならない」

　案の定、神津は不機嫌極まりない顔つきになった。損になるなどと言うが、《望郷》を製作し

始めてカミツ工業も短期間に大幅に業績を伸ばしていた。それは会社の建物を見ても分かる。以

前の、民家を何軒かつなげたものから、周辺の土地建物をさらに買い進めて今では工場兼事務所

の立派な建物になっている。

　それだけではなく、神津は小さなビルやマンションも買収して不動産業も営み始めていた。す

べては《望郷》の常識を超えた利益率と常識はずれの販売増であった。

「今までタダの真空管を好きなだけ使ってボロ儲けしたくせに、この程度の改良ができないよう

では話にならない。それだったら俺は手を引く」



　一道は近くにあったごみ箱を蹴飛ばした。

「分かった、わかった。言う通りにする。その代わり、もっと製造量を上げてよ。売れる時にど

んどん作らなければ同じような商品を作る競争相手が必ず出てきて、儲けが減ってしまうから

ねえ」

　いつものパターンだったが、しぶしぶと神津は《望郷》の改良を認めた。

　一道と桜井は杉山真空管仕様の高一の製作に没頭した。二人にとっては最も楽しい時間だった

。

　今回の製作は神津も承知していることなので、工場の工作機械を自由に使える。むしろ優先し

て作業を進めさせてくれる。シャーシーが出来上がった段階で、シャーシーやスピーカーの取り

付け穴の位置などを描いた図面を松次郎にＦＡＸしてキャビネットの製作を頼む。

　また、ガラス加工の業者にも新しいシャーシーに合うパネルを注文する。大きさは今の物より

一回り大きくなる。トランス類はすべて余裕をもたせるため鉄心を大型にして新しく製作する。

それ以外の部品は共用できる物が多かったのであまり時間は掛からなかった。

　四日ほどしてほぼ完成に近づいた。

「うまく受信するかどうかは、実際に組み立てて鳴らしてみなければ分らないものだ。そこが面

白いところでもあるけどなあ」

　一道は確実な手さばきで半田付けをしながら言った。彼にとっては一回いっかいの半田付けが

楽しい。何回行おうが、まったく同じ半田付けになることはありえない。毎回、微妙に変化する

融けた半田が、接続する導線や端子の間に充分に染み込んで、しかも均衡よく少し盛り上がった

ところでコテを離す。すると、すぐに冷えて、しっかりと固定する。

　それはまるで、千変万化する人の心をしっかりと捕まえてこちらに結び付けたような満足感に

似ていた。一道にとっては半田付けは芸術家が作品を創造するのと同じだった。

「確かにそうですねえ。理論では分らないことが沢山あります。たとえば今回のラジオでは、ア

ンテナコイルと検波コイル、高周波増幅管と検波管などが相互干渉するのは理屈で分りますが、

それでは実際の製造において、どれだけ離し、どの程度のシールドをすればよいのかは経験に頼

るしかありません。このラジオでは一応、増幅管と検波管の間をできるだけ離した上にアルミ板

で遮断していますが、これでいいかどうかは、実際に聴いてみるしかありません。理論なんてこ

んなものなんですね」

　二人は会話を弾ませながらも手際よく作業をすすめていった。

　やがて、シャーシー部分は完成する。バリコンを中心に左に整流管、電力増幅管を並べ、右に

電圧増幅管、検波管を並べる。外形が全部同じなので幾何学的な美しさが出ている。高周波増幅

管は電波干渉を防止するため、後ろに置いたので前からはよく見えない。

　配線の間違いを再度確認した後、整流管をはずして左の電源スイッチを回す。聞こえるか聞こ

えないかくらいの電源トランスのうなりが感じられて、豆球が灯る。そしてゆるやかに真空管

のヒーターが輝く。

　二極管も三極管も既製のＳＴ管よりよりはるかにフィラメントの光がよく見える。明るさにば

らつきが無いことでも作りの良さが分かる。次に整流管だけを付けて電源を入れ、Ｂ電圧を測る



。予想通りの値だ。

　続いて真空管を全部挿してアンテナとアースをつなぎ、スピーカーにはこれまでの高一の物を

代用させて、電源を入れる。

　何度このような瞬間に出会っても胸が締め付けられるような緊張を感じる。特に今回は杉山真

空管の初めてのラジオだけに、体が震えるような期待感とひょっとして駄目かもしれないという

不安でいっぱいになる。

　ヒーターが赤くなりきる直前から、スピーカーからどこかの電波を受信している音が出てくる

。ソロリと同調ダイヤルを回すと、大きな音で放送が飛び込んでくる。

「オーッ、聴こえた！」

「大成功だ！」

　二人とも大声で叫んだ。しばらくの間、興奮のあまり、何もせずにほとんど呆然と音を聞いて

いた。アッテネーターは音量が最大の位置になっていたが、音が割れるほどではなく奥行きのあ

る力強い音を出している。真空管のシールドケースもないのに発信音や雑音も入らない。

　一道はずいぶん時間がたってからハッと気がついたようにアッテネーターを真ん中の位置まで

に絞った。

　普通のボリュームは音量を下げればさげるほどその抵抗体の弊害が大きくなり、音質が落ちて

音がやせてしまう。それに比べて《望郷》のアッテネーターは固定抵抗しか信号が通過しないか

ら全くと言っていいほど音質が変化しなかった。小音量でも豊かな響きがあった。

「やはり、普通のボリュームにしなくてよかった。ボリュームほど音質を悪くするものはない。

それにすぐにガリオームになる。中学のころからガリガリ、バリバリと大きな雑音の出るボリュ

ームには悩まされた」

　一道はアッテネーターをカチカチいわせながら自慢そうだった。

数日して松次郎からキャビネットが届いた。これまでのもの以上

に磨きがかかった完成度の高いものだった。

「すばらしいなあ。いい香りだ。どうして松次郎さんはあの年で、こんな芸術作品のようなもの

が造れるんだろう？このまま、部屋に飾って置いてもいいくらいだ」

「爺ちゃんは、年は取っていますが、その時々の時代に対するセンスは驚くほど鋭いものを持っ

ています。そのセンスは、他のことにはまったく働かないのですが、木工製作には見事に生かさ

れるのです。このキャビネットなんかは、現代風のセンスをもって伝統的な家具の深さのような

ものを出しています。おそらく、飽きのこないラジオになると思います」

「桜井君は、いつもいい事を言うなあ。難しいことは分らんが・・・早速、シャーシーとスピ

ーカーを取り付けてみよう」

　二人はウキウキしながら作業を進めた。最初にすでに納品されていたガラスパネルをシャーシ

ーの前面に固定する。それからキャビネットの中へゆっくりと入れる。取り付け位置は寸分たが

わず加工されていたので、すぐに完了する。発注していた十六センチのスピカーも来ていたので

取り付ける。

「さあ、電源を入れるぞ！」



　一道が挌技の試合でもするような様子でスイッチを入れる。パイロットランプが灯りヒーター

が明るくなるにつれて、ゆっくりと豊かなアナウンサーの声が響いてくる。

「ああ、いい音だ。十六センチのスピーカーがキャビネットとよく合っている」

　アナウンサーが声を発するのに、いかに聴衆に快く響くように努力しているかが判るような息

遣いまでも伝わってくる。

「ほんとうに、聴きやすい、いい音がしますねぇ。まるでキャビネットが楽器のように響きます

」

　整流以外、オール三極管の《望郷》から出てくる音はスタジオの空気を電波を介してそのまま

スピーカーから注ぎ込んでいるようだった。

「こうして聴くと、ＡＭ放送というのはＦＭ放送より、聴きやすいですねえ。もちろん周波数や

歪などの特性ははるかに劣りますが、ＦＭの変調方式の優位さが、実際には実用的なＦＭ受信機

の製造に伴う複雑さが音質劣化につながり、結果的に帳消しにされて高一の方が単純なだけ、音

源を身近に感じることができるのだと思います。なにより、ＦＭ電波は周波数が高く直線性が強

いですから近くの放送局しか聞こえません。ＡＭ電波は夜間など電離層伝播によって驚くほど遠

方の放送局も入ることがあります。ＡＭの方が夢があって楽しい電波です」

　桜井は杉山真空管のラジオの音が非常に気に入った様子で饒舌になる。

「うーん、確かにそうだ。論より証拠だ。この音とＦＭ放送なり、音質がよいといわれるシステ

ムコンポとを聴き比べれば直ぐ判る。この杉山真空管の音は何時までも聴き続けていたい。聴け

ば聴くほど気が晴れてくる。ところがＦＭやこのごろのコンポの音は初めだけいい音に聞えても

すぐにうるさくなる。苦痛になる。どちらがよい音かはっきりしている」

　一道も舌がよく回りだす。

「僕も三津田さんと付き合いをさせてもらうようになって、真空管の音を聴いているうちに音質

に対する考え方が少しずつ明確になってきました。これは僕の研究テーマに直接つながってくる

ものです」

「ホォー、どういう事だい？」

「どうやら、音質が優れているとか劣っているとかいうのは、メーカーの宣伝文句や測定数値、

また、マスコミの表現や雰囲気によって洗脳された判断によって出てきているのではないかとい

うことです。たとえば、この高一の検波管の出力を高額高級と思われているオーディオシステム

のＡＵＸに入力して音を出したならば、どのように音質調整しようが、とても聞くに堪えられな

い音がするものです。このことについて、どのような理屈をつけて弁解しようが結論は、そのオ

ーディオシステムはこの高一よりはるかに再生能力が低く、音質が悪いのです。なにより、この

高一の音は三十年以上も前の音でしょう。この三十年間に販売されたオーディオ機器製品の宣伝

文句を読めば、新製品はすべて、過去の製品の音質を越えた優れたものになっているはずです

から、驚異的な高音質になっていなければならないのに、現実は杉山真空管の高一を越えられな

いどころか、足元にも及ばない低いレベルの音質なのです。これがほとんどの人が宣伝文句と雰

囲気にごまかされている証拠です。実におもしろいですねえ。真実の客観的な音質評価の理論も

基準もまったく構築されていないということです」



「桜井君の話を聞いていたら嬉しくなったよ。ほんとに、その通りだ」

　一道と桜井は高一を前にいつまでもその音に聞き惚れていた。

 
　　　　　　　　　　　　(十四)
 
《新望郷》はよく売れた。暖かい音質に好感が持たれたのと周波数を印刷した透明ガラスの文字

盤を通して、杉山製作の真空管が今までのものよりフィラメントの輝きがよく見えるという外観

の良さもあった。

　売れれば売れるほど評判が高くなり、さらに売り上げが伸びるという状態になった。そのうえ

、米沢が全国紙の新聞に通信販売の広告を出したものだから注文が数倍になった。時にはマスコ

ミにも話題の商品として取り上げられたりもし始めた。

　これまでの一道の組立作業場の規模では、製造が追いつかなくなる。彼は《新望郷》を大量生

産などしたくはなかったが、神津と米沢はここぞとばかり作業場を広げる段取りを始めた。

　まず、三軒続きにした作業場のさらに両隣の家二軒を買い取った。さらにそれぞれの裏のくっ

付くようにして建てられていた家も続けて買い取った。いずれも木造の二階建だった。これで敷

地の広さが一挙に百坪を越えるまでになった。

「とにかく製造は止めないで、作業場所と人数を増やして、今の五、六倍の製造ができるように

してよ。いちばん売れている時に売れるだけ売って、一段落したらこの土地にりっぱな工場をつ

くるから」

　神津が今までに見せたこともないほど鼻息荒く、痩せ気味の体を力ませて言った。ずいぶん儲

けていることは間違いない。

　工場の工事は購入した全部の家の一階の壁を撤去し、柱だけは残して不要な建具類も取り払っ

て床を一続きのものにした。家と家との間の隙間には簡単な屋根を作って雨水が漏れないように

する。

　この工事は神津の命令で《新望郷》の組立作業を今まで通りやりながら進めたので、従業員は

埃は被るは、音はうるさいはでひどい目に合った。そして一ヵ月ほどで完成した。柱ばかりが目

立ち、天井が低く感じられる妙な薄暗い空間ができた。だが確かに広い。二階部分はもともと一

道が生活している一棟を除いては部品置き場にしていたが、増えた部屋は特に使う予定もない。

「桜井君、こちらに引っ越して来いよ。家賃も要らないし、アパートよりはるかに広いだろう」

　一道が桜井に勧めると喜んで引っ越して来た。それを知った神津の妻の里江が苦情を言い出

した。

「一道君の家じゃないんだから、かってに住まわせたら困るわ。一応、貸すんだから、家賃をも

らわないと・・・」

　里江が面長の顔を意地悪そうに歪めて言った。神津夫婦は共に痩せ型で顔の作りも細い。

「こんなボロ家に住むのに金を出さなければいけないのなら、俺も引っ越す。まして桜井君がい

なければ《望郷》の製作はできなかったのを知らないのか。部屋代を取るよりアルバイト料を出

せよ。そうしなかったら俺と桜井君は《望郷》から手を引くぞ」



　里江の二倍もあろうかと思える頭を振りながら一道が言い返す。

「また、そんな極端なことを言って・・・」

里江は黙ってしまった。

　作業場は広くなったが、作業員はそんなに簡単に段取りがつかない。簡単な組み立て作業とは

いえ、慣れなければ生産のスピードも上がらないし、ミスも多く出る。できるだけ早めに増産を

軌道に乗せようと思えば、新しく雇った作業員が作業内容を早く身につけらるように教えること

がポイントになる。

　そのためには、今いる教える側の従業員と新規の採用者との間に人間関係があった方が、スム

ーズにいくことは間違いない。一道は新しい従業員の採用をチラシなどでは募集せずに、今いる

従業員の人間関係から集めるようにした。

「そんなことをしておったのでは、時間がかかってしかたがないのに」

神津はぶつぶつと文句を言いながらも一道のやり方に従った。

　いい従業員が少しずつ増えていった。それに比例して生産量も増えた。キャビネットを製造す

る松次郎も真空管を作る杉山も増産が徐々に進んだので対応がスムーズにでき、良品を供給で

きた。

　

　　　　　　　　　　　　(十五)
 
　二階で一道と桜井が住むようになると、二人は暇さえあれば真空管を触っていた。それは二人

にとって何よりも楽しい時間だった。二人で生活するには部屋数はあまりあるほど広い。電気関

係のさまざまな作業をしたり、部品や道具や材料を数多く置けたので、ずいぶんと便利になった

。

「高一中二を作ろうか」

　一道が憧れるような目をして言った。こんな目つきほど一道に相応しくないものは無い。いや

、目つきだけではない。彼の体全体が醸し出す雰囲気は〝夢みる〟というイメージとは縁遠いも

ので、現実社会の夢も希望もない仕事を、ただ生きるために黙々とやっていくという雰囲気な

のだ。そのアンバランスが実にこっけいだったが、桜井はそんなことにはまったく無頓着な学

生で、一向に一道の表情など気にしている様子はない。

「高周波で一段増幅して、中間周波で二段の増幅をするものですね」

「中学の時どうしても欲しかったが、結局、部品数も多いし、金もなかったのであきらめていた

奴だ」

「そうすると感度はかなり良くなりますね」

「うん、通信機などにも採用されているから、かなり遠くの放送局の電波も聞こえるのではない

かと思う」

「どこの放送局まで聞こえるのか楽しみですね。ぜひ作りましょう」

話が決まると、二人の行動は早い。すぐに回路図から検討を始めた。

「杉山真空管を使ってもいいですが、局部発振と周波数混合を三極管一本でやらせるのは不安定



要素になりますので別々の球にさせるとしても、調整などいろいろな面で少々心配があります。

とりあえず従来の球を使っておいて、うまくいけば、杉山真空管に変更していくというのが作り

やすいと思いますけど」

「そうしよう。桜井君の言うことは正しい。それじゃあ、どんな真空管になるだろうか？」

「６Ｄ６高周波増幅、６ＷＣ５発振混合、６Ｄ６第一中間周波増幅、６Ｄ６第二中間周波増幅、

６ＺＤＨ３Ａ検波・低周波電圧増幅、６ＺＰ１低周波電力増幅、８０Ｋ全波整流、というところ

ですかねえ」

　桜井は資料も見ずにスラスラと真空管の名前が出てくる。

「ああ、いいなあ。中学の時、どれほど憧れたことか。それにしても桜井君はよく、古い真空管

の名前をそんなに覚えたなあ」

　一道は感心した様子で桜井を見た。

「ええ、前にも言ったような気がしますが、楽しく得た知識はおそらく一生涯、忘れません」

「それにしても、よく頭に入っているなあ・・・ところで、今度の高一中二もいい音で聴きた

いな。やはり６ＺＰ１は三極管接続にして、これも中学の時、好きだったＮＦＢを掛けられない

だろうか」

　一道の目がさらに夢見る目になりかける。

「三極管接続にして６ＺＤＨ３ＡのカソードにＮＦＢを掛けますと無帰還の時よりも無歪の出力

は少しは上がると思いますが、全体的に利得は下がりますから充分な音量とまではいかないかも

知れません」

「なんとかならないかなあ」

　夢見る目が曇る。

「それじゃ、６ＺＤＨ３Ａと６ＺＰ１をそれぞれもう一本ふやして、パラ接続にしましょう。そ

うすれば余裕の音量になります。それに、整流管の８０Ｋも二本にしましょう。８０Ｋは百ミリ

アンペア以上いけますが、念のため増やしておきましょう」

「それじゃ、今度の抵抗式のアッテネーターは二十段階にして細かい音量調節ができるようにし

ておこう」

　一道の目がまた元気になった。

　ブロックの構成が決まると回路図を描きはじめた。桜井が手書きで手際よく描いてゆく。早々

と回路は書き上がりそうだったが、あまり簡単にできたのでは面白くないので、途中でコイルの

大きさなど、ああだこうだと言いながらわざと時間をかけて回路図を書いた。

　回路はごく一般的な単純な回路にした。シンプルな回路がトラブルも少ないし、調整も簡単で

、結果的に良い性能が得られる。

　今製造している高一と違うところはスーパーへテロダインという方式が新たに加わることで他

の機能は同じようなものだ。回路図の仕上げに桜井は電卓を叩きながら、抵抗やコンデンサーや

コイルの巻き数などを書き込んでいった。まるでゲーム感覚のように面白そうに計算していく。

「真空管というのは、ほんとうに懐の深い人間のようですね。数値などをかなり変動させても充

分な働きをします。包容力がダントツにあります。半導体は神経質で少し設定値が狂うと損傷し



てしまいます。真空管がいいですね」

　桜井は完成した回路図を満足そうに見ていた。

　二人は次にシャーシーの設計と部品配置を考えた。これまでのように前面から真空管のともし

火が見えるようにする。中央にバリコンを置き、左右に６ＺＰ１を置く。さらに、その左側に８

０Ｋを二つ並べ、右側に６ＺＤＨ３Ａを二つ並べた。６Ｄ６と６ＷＣ５は電波の干渉を防ぐ為に

、アルミのシールドケースを作って後ろに置くことにする。

　回路図や部品配置が決まれば次は部品の製作だ。一道は通常の仕事を終えてから、桜井は一道

の時間に合わせてからの製作になった。もちろん一道は四六時中工場に張り付いていなければな

らないということはなかったので、昼間から部品を作ろうと思えばできたが、就業時間中に本社

工場の工作機械を使うのを神津が嫌がったので、従業員が全員帰った後でしか部品づくりはでき

なかった。

　神津は金に直接つながることには全面的に協力するのだが、どうなるか分らない事については

不機嫌さを露にした。

　実際には一道と桜井が確実に会えるのもその時間帯だったので、よかったともいえる。二人は

毎晩、本社工場へ通った。

新しく作らなければならない部品がかなりあった。まず電源トランスから作り始めた。

「《新望郷》の電源トランスはずいぶん容量に余裕があるように設計していますから、高一中二

用には、鉄芯部分はそのままで、少し太い銅線を巻いてやれば十分です」

　電卓を叩きながら桜井が言った。彼が持っている電卓は技術者用の物で、かなり複雑な計算も

できたので、それ一台でほとんどすべての計算に間に合った。

「それでも十分に余裕持った大型のトランスにした方が発熱も少ないし安心できるだろう。新し

く作ろうか」

　いつも一道は余裕のあるもの、長期間安定して使えるものを作るのが好きだ。それが一道の性

格でもあった。

「そうですね、何年も電源を入れっぱなしにしていても大丈夫なものを作りますか」

　桜井も面白そうにうなずく。そうして、直ぐに電卓で計算しながらを紙の上に鉄心の図面を書

いた。《新望郷》よりかなり大型になる。

「これを八十枚ほど重ねれば、十分な余裕のある電源になります」

　こう言っているうちにも、桜井は巻芯に巻く一次、二次の銅線の太さと、巻き数を計算して

いた。一道は早速、プレス機に桜井が描いた通りのセッティングをしてから電磁鋼板を置き、ガ

ンガンと大きな音をさせながら打ち抜いていった。

　それができあがると分厚い鉄板で、トランスのカバーをまた大きな音をさせて形成した。

　やがて社長の神津が怒った顔をして工場に入ってきた。

「こんな夜遅く、何を大きな音をさせているんだ。近所から音がうるさいと苦情の電話がかかっ

てきたじゃないか」

「少しくらい音がしたって、文句を言うことはなかろう」

　一道が不満そうに言った。



「周囲は静かになっているのだからガチャンガチャンやれば遠くまで聞こえるよ。すぐにやめて

くれないか」

「わかりましたよ。ちょうど終わったところだ」

　一道は必要以上に音をさせながら打ち抜いた鋼板を集めてそろえた。

「また、何を作っているのだ」

　神津が覗き込むようにする。その目は、金儲けのネタを素早く見つけるようなまなざしだ。

「社長には、関係ない」

　一道が無愛想に言う。

「いいものができたら早めに私に見せるんだぞ」

　捨てぜりふのように神津が言ってから工場を出て行った。

「これは絶対に売れるような物ではない」

　一道は神津の背中に声をぶつけるように言った。

「後の作業は音が出ないからちょうどよかった」

　一道は次に巻芯の筒を作り始める。《望郷》用のプラスチック成型機の設定を少し変えれば簡

単にできた。それを巻き線機にセットして、桜井が計算した通りの巻き数をそれぞれの太さの種

類に応じて巻き上げる。

　こういう作業には一道は熟練していてトラブルもなく出来上がった。とりあえず、百のボルト

の通電をして各二次巻き線の電圧を測ってみると設計通りの電圧が出る。その後、鉄心を固定さ

せるワニスを塗った。

　楽しいことは時間が経つのが早い。気がついてみると深夜を過ぎていた。二人は完成した電源

トランスをワニスが他のものに付かないように気をつけながら自宅の工場の二階へ持って帰った

。

　　　　　　　　　　



（十六〜二十）

 
　　　　　　　　　　　 (十六)
 
　神津が騒音の苦情を言いにきてからは、大きな音が出るトランスの鉄心の打ち抜きやシャーシ

ーの製作などは昼休みの間に一道が工場に行って手際よくやった。チョークトランス、出力トラ

ンスと桜井が設計してくれた通りに作った。彼が計算から導いた結果は非常に的確で、まったく

失敗はなかった。

　夜になると二人は自宅の工場で誰に遠慮することもなく夜遅くまで製作に没頭した。

　バリコンは《望郷》で使っている二連のものを三連にすればよい。高一のように選局ダイヤル

をシャフトに直接付けると感度が高く、選局しずらくなるので減速比八対一のギアを取り付ける

。

　各種コイルの製作でも桜井は、ボビンの直径、ホルマル線の太さ、巻き数など簡単に計算して

決める。局部発振用のコイルはアンテナコイルのように一重の密着巻きでもよかったが、性能の

ことを考えてハニカム巻きにする。

　中間周波トランスもハニカム巻きにして、ボビンの中をコアが抜き差しできるようにする。こ

れでインダクタンスの調節できる。それを覆うカバーを薄いアルミ板で作る。ほとんど当時の既

製品と同じ性能のものになる。

　二人は種々の部品を製作していくなかで当然、様々な課題に直面するが、その都度、知恵を出

し合って解決していった。それは避けたいものではなく、むしろ楽しみだった。困難のレベルが

高ければたかいほど、乗り越えた時の喜びのレベルも高かった。

　十日ほどで必要な部品がほぼ出来上がった。早速、それらをシャーシーに取りつけてみた。

「ホォーッ！」

　一道と桜井はその外形を見て小さな感嘆の声を上げた。前面にバリコンを中心に内部のよく見

える六本の真空管が並び、後方にコイルとＩＦＴを挟んで四本の真空管が立っている。その間に

、力強い三個のトランスがどっしりと構えている。

「何か、職人の信念を感じさせられるような雰囲気でいいですね」

　桜井がうれしそうに言う。

「これはいいなぁ。いかにも高一中二らしい」

　一道も満足そうに言う。どうやら自分があこがれていたものに外形がピタリと合ったようだ

った。

　シャーシー内の作業は一道が半田ごてを握り、桜井が色分けした配線を適当な長さに切って両

側の被覆を剥して一道に渡す。そうして二人で好きなことを言いながら楽しく作り上げてゆく。

いつものように、あまり早くできると楽しい時間が少なくなるので、ゆっくりと半田付けして

ゆく。それでも作業量からすればかなり早く完成した。

　桜井は測定器を持ってきて、調整を始めた。



「中間周波数は一応、四百五十五キロヘルツにしておきます。別に、こだわる必要はないので

すが」

　彼はオッシレーターを使って中間周波トランスのコワを調整する。それが済むと、トラッキン

グやその他の細かい部分の調整を始める。

　手作り部品なだけに、いろいろ手を加えなければならないところもある。一道はこういうこと

には手が出ない。桜井のやることをうなずきながら見ているだけだ。調整には思ったより時間が

かかり、完了した時はすでに午前一時を回っていた。

　いよいよ受信してみることにする。スピーカーは高一の物につなぎ、アンテナ線とアース線も

つなぐ。

　電源を入れる。何度この体験を繰り返しても、いつも胸が高鳴る。真空管のヒーターが輝き始

めるとボリュームを少しずつ上げてゆく。するとバリコンはまだ回していないのに明瞭な音質の

放送が入ってきた。さらにボリュームを上げると温かく力強い音が部屋中に広がった。

「オォー、鳴ったぞーッ！」

「大成功です」

　二人は大声をあげて手を打って喜んだ。減速している選局ダイヤルなのに少し回すだけでも次

から次へと放送を受信した。

　高一中二が完成してから二人の生活の時間帯が変わった。一道は仕事が終わると、桜井は学校

から帰宅するとすぐに眠った。そして夜半になってから起きる。それは電波がＥ電離層に反射し

て遠距離まで到達する時間帯だ。　　

　二人は毎夜、夜明けが近づき太陽光線によって中波が吸収されるＤ電離層が形成されるまで目

を輝かせながら高一中二の受信に熱中した。

　二人は全国の放送局の周波数をもとにして、受信確認をしていく。もちろん混信する周波数は

あるが、うまく調整すれば聴き分けることができる。

　受信状態は時間帯や日によっても大きく違った。昨日聞こえていたものが、今日は聞こえなか

ったり、一度聞こえていたものがその後ほとんど聞くことができなかったりもする。太陽の黒点

の活動や季候、気温、天候などによって微妙に受信状態が変化する。だから毎夜毎夜が二人にと

っては楽しみで仕方がなかった。

　一ヵ月ほどの受信データを集めて見ると、もう少しで、沖縄以外の全国の放送局がカバーでき

ると思えた。

　音質は低周波増幅段をパラレル接続にしたこともあって、高一の代用のスピーカーから豊かな

響きを聞かせてくれる。周波数を変換するヘテロダイン方式は音質を損なうと言われているが、

そんなことを全く感じさせないくらい素直な音を聞かせてくれる。シャキシャキしたＦＭ放送よ

りもはるかに、出てくる音を通して音源の人間性や演奏者の心が伝わってくるように感じる。

「もっと長いアンテナを立てようか」

　一道がまた例の夢見るつぶらな瞳になって言った。

「ええ、作りましょう。そうすれば間違いなく、全国の放送局が受信できると思います。この受

信機は思ったより以上の性能があります。全国制覇できますよ」



　二人の息はいつもピッタリと合った。

 
　　　　　　　　　　　　(十七)
 
　日曜の朝、一道は会社の車の助手席に桜井を乗せて松次郎の家へ向かっていた。頼んでいた高

一中二のキャビネットとスピーカーボックスを貰いに行くためとアンテナの支柱にできるような

長い竹を探すためだった。

　中国自動車道を出てから松次郎の家までは〝自然の懐〟という表現がよく合うような里山の豊

かさに包まれた道だ。

　一道は松次郎の家に行くたびに季節を感じた。もちろん工場でも夏の暑さ、冬の寒さは感じる

のは当然だが、心を動かされるような季節感とはつながらない。松次郎の家のあたりには、い

つ行っても季節に溢れていた。行く度に新しい場所に来たような新鮮な感動を覚える。

　途中、県道から逸れて古い道に入ると背の高い杉林の中を通る。枝が空をおおい薄暗くなる。

周囲の音も遮断されたような静かさになる。その上、道に杉の枯れ枝がたくさん落ちて敷きつめ

ているので、タイヤの音も消えてただ車のエンジンの音だけが聞こえるように感じる。

「不思議なトンネルみたいですねぇ」

　桜井が面白そうに言った。杉林を抜けて行くと、雑木林があり、里の方へと続いてゆく。所々

に渋ガキだろうか葉の落ちた木に真っ赤に熟した実が今にも落ちそうにたれ下がっている。

　周辺の木々は黄色くなり、茶色くなって、葉を散らしている。あまりモミジのように赤くなっ

ている木は見えない。

「晩秋というやつか・・・」

　一道が山肌に目をやりながらつぶやいた。〝晩秋〟という言葉も彼の風貌からするとアンバラ

ンスな雰囲気だった。

　少し車を走らせると松次郎の工場の前を通った。棟が以前より増えている。おそらく《新望郷

》の生産が伸び続けるので、次々に規模を拡大しないと間に合わないのだろう。工場を通り越す

とすぐに松次郎の家だ。

「ジジイ、ババア、居るかい？いま着いたぜ」

　いつもの調子で桜井が玄関を開けると同時に言った。

「マーちゃん、よく来たね。けっこう早く着いたね」

　今回は到着するおよその時間を連絡しておいた。

「ジジイも居てる？」

「裏庭で炭焼きの火加減を見ているよ」

「今の時代に、まだ炭焼きをやっているの？」

「そうだよ。間伐材がたくさん出てきて捨てるのはもったいないから、木炭にして保存をしてお

くんだよ」

　マサ子は孫がいかにもかわいいというようにニコニコ笑いながら裏庭の方を指さす。一道と桜

井が土間を通り越して裏庭の方に出ると薄いもやのように漂う煙と酸っぱいにおいに取り囲ま



れる。その煙とにおいは裏庭のいちばん奥の山の斜面に近いところから出ていた。

　そこには赤土で庭の端から山の斜面を登るようにかまが作られていた。一見、焼き物の登り窯

を小さくしたように見える。その一番高いところに煙突がつけられていてそこからにおいの元の

白い煙がゆっくりと立ち上っている。下の炊き口のところで松次郎が薪を入れていた。

「ジジイ、キャビネットを取に来たよ。それと竹はあるかな？」

　桜井が離れた所から大きな声を出した。

「オォー、マーちゃん、よく来たな」

　松次郎はかがめていた腰を伸ばして振り返って目を細めた。それから炊き口を適当な隙間を残

してレンガでふさいでから二人の前に歩いてきた。

「竹は何に使うんだ？」

「工場の屋根の上にアンテナを立てようと思う。そのポールとして使おうと思うけど、いいのが

あるかな」

「それだったら、いくらでもいいのがあるぞ。以前に、なにか使い道があるかと思って何年間か

寝かしている長い竹がある。あとで取りに行ってやるからまずは、腹が減っているだろうから昼

メシを食えよ。一道さんもよく来てくれたな。おいしいものは何もないが食べてくれ」

　松次郎は頑丈な肩を揺らして家の中へ入った。

　おいしいものは何もないと言っていたが、昼食をごちそうになると一道も桜井も何とおいしい

食事なんだろう、と思う。ほとんどが山と畑でとれたものだが、味付けといい、食感といい、申

し分ない。特に一道や桜井にとっては日ごろとかくインスタント食品を食べることが多いだけに

こういう食事は何よりのごちそうになる。二人にとっては久しぶりの心温まる食事になった。

　食後、松次郎は高一中二用のキャビネットとスピーカーボックスを持って来た。

「もう少し木を寝かせていた方がいいに決まっているが、なにせ米沢さんが急がすものだから古

いものは無くなってしまったので、この程度の状態で勘弁してもらわないといけない」

　松次郎は申し訳なさそうに言ったが、目の前に置かれたキャビネットは自信に満ちた堂々とし

たものだった。また、スピーカーボックスは依頼していた通りの密閉型で、裏板も他の部分と同

じ材質と仕上げで、表から見えないからといって雑になってはいない。すべての木材は一枚板で

作られている。高級家具と同じだった。

「いつもいつもすごく良いものを作ってもらって、有難うございます。ほんとうに感謝してい

ます。すばらしいです」

　一道が感動の声を出した。

「そんなに喜んでくれたら作りがいがあるというものじゃ。それじゃ、竹を見に行くか」

　松次郎は白毛が多くなった眉毛を下げて満足そうだ。

竹やぶは炭窯のある所から十分ほど裏山を登った所にあった。

「できるだけ細くて長くて丈夫なものがいい」

「そうか、それだったらやはり小屋で寝かせているのがいいだろう」

　松次郎は竹林の奥の方へと案内してくれた。しばらく行くと、周囲の竹が切られて空き地のよ

うになったところに小屋が建てられている所に出た。風もなく鳥の声もせず、周辺の音が無数の



竹の防音効果で遮られて不思議に静寂な空間になっている。

　小屋にはたくさんの竹を乾燥させていた。その中には確かにアンテナの支柱にするのに適する

ようなものが多くある。

「これがいいですねえ、一道さん。細くて長いから」

　桜井が一本の竹を取り上げ、空に向けてヒューヒューと振りながら言った。

「立派な竹だ。しかもよく乾燥している。これが貰えるのなら言うことはないが・・・」

「何本でも持って帰ればいい。使い道があって置いているわけではないから。もう何年も寝かし

ているからひび割れることもないし、弾力も十分にある。なかなかいい竹だぞ」

　一道と桜井は竹を二本もらって竹やぶを出た。車のところまで行き、そのままでは長過ぎてと

ても車には積めないので三等分に切った。車の屋根にキャリーがついているので、竹をそこに乗

せてしっかりと結び付けた。

　帰るときには、いつものことだったが、マサ子がたくさんの地元産のおみやげを車に乗せてく

れた。

　帰りがけには杉山の家にもあいさつに寄った。米沢の手配で、量産するために自宅の近くに工

場を建てていたが、松次郎の工場と同じように順次、規模が大きくなっていた。

　日曜で工場は休みと思い、一人住まいの自宅に行ってみる。鍵などは掛かっていない。中に入

って大声で呼んでみるが出てこない。玄関やそこから見える居間の様子は、真空管の製作を最初

に依頼に来た時と変わりない。

「米沢の奴、杉山さんをこき使っておきながら、充分な給料を出していないに違いない。家を新

築してあげてもいいくらいの仕事をしているのに」

　一道は苦々しい顔になった。

　誰も居ないと思った工場の方に行ってみると杉山が一人で作業をしていた。一道も桜井もその

姿を見て驚いた。前に会った時よりも一回りも二回りも小さくなったようだ。

「杉山さん、体は大丈夫ですか？無理をしないでくださいよ」

　二人が心配そうに言うと、あまり笑わない杉山が振り返って、懐かしそうに笑った。

「あぁ、大丈夫だよ。メシがあまり食えなくて体は重いが、指先だけ動かせばよいから楽じゃ。

どういう訳か、プレート、グリッド、ヒーター、カソードの組み立てだけは、ワシしかできない

。他の者にいくら教えてやらせてもほとんど不良品になってしまう。だからワシ一人でやってい

るのだが、なにせ注文が多いから休みの日にもやっておかないと間に合わないのじゃ」

　杉山はまるで手先を自動で動くロボットのように正確に働かせながら口ごもった声を出した。

「くれぐれも無理をしないようにお願いしますよ」

　一道と桜井は杉山の肩をしばらく揉んでから工事を出た。

晩秋の午後はすぐに夕暮れの気配になる。車を走らせているうちに薄暗くなってきた。

「山の夕暮れか・・・いいなぁ」

　一道が何かに憧れるような声を出した。

　工場に帰った時には、途中で行楽帰りの渋滞に巻き込まれたこともあって、午後七時を過ぎて

いた。



　二人とも夕食もとらずにすぐにシャーシーをキャビネットに収め、スピーカーをボックスに取

り付ける。何時まで見ても飽きない存在感のある、また、どこか安堵感を覚えさせる外観に二人

はこの上なく嬉しそうな顔になる。それから直ぐにアンテナを立て始めた。

　アンテナ線は工場の敷地の対角線上に張れば、もっとも長く延ばすことができる。それで竹を

工場の上の二階のベランダの手すりに結び付けることにする。最も離れた二箇所に取り付ければ

約三十メートル弱のアンテナが張れることになる。桜井はＡＭの波長からアンテナの長さを計算

していた。

「およそ、そんなものでいいと思います」

「よし、それじゃ張ろう」

　両方の竹の先に釣り用の丈夫なロープで玉碍子を取り付ける。それにカミツ工業の資材置き場

から取ってきた直径一・五ミリほどの銅線を巻き付けて、解けないように半田付けをする。さら

に引き込み線用の銅線も巻きつけて半田付けをする。そして三つに切って運んだ竹を適当な直径

の塩化ビニール管に差し込んでつないで接着剤で固めた。

　両方の竹をしっかりと固定するとアンテナは完成した。時間はすでに深夜になっていた。

　二人ともワクワクしながらそのアンテナ線を高一中二に接続する。今までのアンテナはベラン

ダに適当な長さの細い鋼鉄の棒を立てていただけだったから、これで受信レベルは大きく上が

った。バリコンを回すと次から次へと明瞭に放送が飛び込んできた。

「これは素晴らしいですね」

「ほんとだ。アンテナの威力というのは思った以上だ」

　周波数表をもとに全国の放送局をチェックしてゆく。北海道や九州の放送局も確認することが

できた。二人は満足の表情でカップラーメンを食べた。

 
　　　　　　　　　　　　　(十八)
 
　間もなく師走になろうかという日の深夜、いつものように一道と桜井が高一中二の全国の受信

局の確認に熱中している時、電話が鳴った。一道が出てみると故郷に居る母親の民代からだった

。

「父さんが急に倒れて危篤になっているので、できたら今すぐに帰ってきておくれ。もし無理

なら、明日の朝、一番の乗り物で帰ってきてくれ。一道がいないと不安でどうしていいか分らん

。とにかく早く帰ってきてくれ」

　母親の切迫した声が電話口から聴こえた。一道の故郷は愛媛県でも南端の、高知県に隣接する

南宇和郡（旧）である。今からでは列車も飛行機も当然ない。どうしたものかと思案したが、母

親の言葉から感じられる雰囲気からすると、今にも危ないような状態を感じさせた。

　一道はとても一晩、心配しながら眠らずに大阪で過ごす気にもなれない。それですぐに車で帰

ることにした。会社の車を使うと後で神津から小言を言われると思うと嫌になって、駅前のレン

タカーを借りることにした。二十四時間営業で、全国どこの営業所に返却してもよかったので、

都合がよかった。



　一道が急いで準備をして出発したのは午前二時前だった。

　彼は大阪に就職して以来、あまり帰郷していない。特に、盆と正月は混雑した人込みの中に出

かけて行く気がせずにほとんど帰っていない。数年に一回、平日の仕事の暇なときに帰ったくら

いだ。

　彼があまり帰省しないのを両親は、家族の為に犠牲させたことを恨んでいるからだと思ってい

たが、実際には彼は人込みが苦手なだけだった。いまだに大阪城にさえ行ったことがないことで

もそれが分かる。これから帰るのに、前に帰ったのは何時だったかと考えても思い出せないほど

帰郷していなかった。

　中国道はよく空いていた。松次郎の家に行く時に降りるインターチェンジも、今までで最も短

時間で通過することができた。そして広島県の三次インターチェンジまで三時間少々で着いた。

　そこから高速道路を出て、山を縫うようにして走っている国道三百七十五号線に入り、呉市へ

と向う。今までに車で故郷へ帰ったことはなかったが、四国へ渡るフェリーで最も所要時間が短

いのは呉〜松山間であるのを地図で調べていた。

　一道は車の運転が全く苦にならない。夜であってもヘッドライトに照らされて次から次へと変

化して映し出される風景はいつまで見ていても飽きることはない。運転していると苦痛どころか

いつまでも続けていたい気持ちになる。父親のことが心配ではあったが、楽しみながら運転を続

けた。

　フェリー乗り場につくと、ここもよく空いていて、長距離トラックが数台待っているのみだ

った。フェリーは徹夜で運行しており、次の便に直ぐに乗ることが出来た。

　フェリーが出航する頃には空が白みかけていた。乗客は皆、この船に慣れている様子で、思い

思いに座席に横になって仮眠を取っている。

　狭い売店に行くとうどんが作られていた。数人のドライバーらしき者が無言で食べている。一

道が何も言わずに売店の前に立つと大柄な漁師風の男が小さな家庭用の手なべを使ってうどんを

作り、カウンターの上に置いた。一道は値札に書いている金額をちょうど払ってどんぶりを持っ

てデッキへ出た。この間、一言もお互いに言葉を交わさなかった。

　師走前の冷たい海風に吹きさらしになりながら熱いうどんを食べた。実に美味いと思った。こ

んな美味しいうどんを今までに食べたことがあっただろうかとさえ思った。

「やっぱり、四国のうどんは美味いなあ」

　実際にそれが四国のうどんかどうかは分からなかったが、一道には早朝の海上で食べるうどん

に故郷が重なっていた。

　松山に着くと、空ははっきりと明けた。平日だったので通勤渋滞に重ならないかと心配したが

、混雑する前に市街地を抜けることが出来た。後は国道五十六号線をひたすら走ればよい。

　松山から予讃線の終点の宇和島までの国道は、海岸沿いよりも市街地や内陸部を通っている。

それに対して宇和島からは見事なリアス式海岸に沿って走っていて、いたる所で眼下に海面の開

ける見晴らしのよい展望台のような場所があった。

　やがて国道は四国霊場四十八箇所の四十番札所、観自在寺のそばを通る。この辺りを御荘

町（旧）、城辺町（旧）というが、南宇和郡ではもっとも賑やかな町だ。



　城辺町から国道を逸れて、車一台がやっと通れるくらいの道に沿って急な峰を越えると、鯆

越（イルカゴエ）と言う小さな漁村に出る。一道の実家はその狭い港を見下ろす所にあった。鯆

越という地名の由来は大時化の日にイルカが海と陸の方角を間違えて峠を飛び越えて城辺町ま

でやってきたという故事からきていた。

　彼の家は小さな平屋の借家だった。家の裏には少々の畑と一棟の倉庫があった。この畑と倉庫

は借りているわけではなかったが、持ち主が高齢で使うこともなかったので、暗黙の了解で一道

の家で使っていた。

　一道はこの家で生まれ育った。彼が物心ついた頃には歩いて鯆越の峠を越えて城辺町へ出るこ

とができたが、それ以前は陸地から鯆越に通じる道はまったくなかった。村から出ようと思えば

すべて船を使っての生活だった。

　一道の先祖は平家の落人であったらしい。壇ノ浦の合戦で敗れ、船で遁走した平家の者達は佐

田岬半島を越え、激流の豊後水道を南下して南宇和郡にまで逃げ延びた。

　そして、陸地から敵に攻められないように海岸の背後が切り立った峰になっている所を捜した

。それに適した海岸として鯆越が選ばれ上陸をした。そして逃亡生活を始めたのが村の起こりで

あるらしい。

　その後、村の若者同士が結婚し、少しずつ人口が増えていった。そのせいか、村には同じ姓が

多くあった。一道の両親も同じ村で育った者同士だった。

　父親の亀三は旧満州で終戦を迎えて昭和二十一年に復員してきた。そして、故郷の鯆越で妻の

民代と共に暮らした。やがて一道が生まれ、さらに妹、弟と誕生した。

　亀三は軍隊で心臓を悪くしながら、さらに無理をして兵役を続けていたので、鯆越に帰って来

た時には力仕事などは出来るような状態ではなかった。

　それでも、家族を養っていかなければならなかったので、手伝いとして漁船に乗っていた。無

理がきかないので、給金は普通の船員の半分だった。ただ、網に掛かった魚の中から雑魚など

は持って帰れたので、毎日、おかずはほとんど魚になったが、副食に困ることはなかった。

　そのカルシュームのおかげと言ったらよいのか、一道は背丈は中背だったが、肩幅や頭など骨

組みが太かった。頬骨など見るといかにも密度の高い骨でできている様子だった。

　母親の民代は城辺町のパン工場で働き、商品として出荷できないくずれたパン切れや食パンを

サンドイッチ用に切り取った残りの耳などを大量にもらってきて、ほとんど主食にした。さらに

、裏の畑で季節ごとの野菜を作っていたので、子供三人と夫婦の五人家族がどうにか食べること

が出来た。

　長男の一道は妹や弟の為に高校には行かずに中学を卒業して働いたが、弟妹は彼が経済的に援

助したので高校を出ることができた。今では二人とも一道よりも早く結婚して、子供にも恵まれ

ていた。

現在は民代も体調を崩して仕事をやめ、亀三の軍事恩給で二人で細々と生活していた。

 
　　　　　　　　　　　　　(十九)
 



　実家に着いた時は昼を過ぎていた。家の中に入ってみると親戚だけがいて、父親は途中で通り

過ぎた城辺町にある愛媛県立病院に入院しているということだった。一道はすぐに引き返して病

院に行った。

　亀三は集中治療室に入っていた。妹夫婦や弟夫婦も来て、父親を囲むようにして神妙な顔をし

ている。意識が無くなったり戻ったりしている状態で、徐々に戻らない時間が長くなってきて

いた。

　亀三は意識が戻った時に一道が帰って来ていることが分かって非常に喜んだ。亀三は一道の顔

を見て手を握り、言葉ははっきりしないが、子供に返ったように盛んにしゃべった。一見すると

親と子が入れ替わったような雰囲気になった。

　しかし、しばらくすると少しずつ言葉の発音がのびのびになり、手を握っていた力も無くな

って、意識を失っていった。しばらくするとまた、意識が戻り盛んにしゃべった。まるで、この

世にまだ言い残しておくことがたくさんあるかのごときであった。

　医者の話によると、昨夜、急性心筋梗塞の発作を起して、心臓の筋肉に血液を送る太い血管が

ほぼ全部詰まってしまい、筋肉が壊死してきているということだった。

　治療方法としてカテーテル手術やバイパス手術があるが、この病院では出来ず、手術可能な病

院まではずいぶん距離がある上に、亀三の状態では手術にも耐えられないだろうということだ

った。それで、対処療法的な治療をして命を延ばしている状態だった。

　亀三はまた意識が戻った時に一道の顔を見ると、

「お前にはいちばん苦労をかけたなあ。秀一や弘子のために高校にも行かせてやれなかった。た

いした事もしてやれずじまいになった。すまなかった。感謝している」と言って涙を流した。

　一道が病院に着いてから、二時間ほどしてから亀三は息を引き取った。亀三が最後に言った言

葉は、

「母ちゃんを頼むぞ。母ちゃんは頭が弱いから、老後の面倒をしっかり見てやってくれ」という

ことだった。「頭が弱い」というのは、賢くないと言う意味ではなくて、精神的に疾患があると

いうことだった。一道が、

「わかっている。俺がお袋の面倒は一生涯見るから心配するな」と言うと安心した顔つきにな

った。それから父親は一度、一道の手を強く握ってから、全身を揺さぶるようにして亡くなった

。

　通夜、告別式と忙しく段取りをした。簡素ではあったがそれらを人並に行うことが出来た。妹

夫婦は岡山へ弟夫婦は大分へそれぞれ、葬式が終わるとさっさと帰って行ってしまった。

　一道は残って、葬儀の後のさまざまな煩雑な手続きなどを母親と共に行なっているうちに日は

過ぎていった。

　早く工場に帰らなければならないとも思ったがもう一方で、せっかく故郷に帰ってきたのだ

から、もっとゆっくりしていたい気持ちもあった。そして、母親も急に独りになると寂しくなっ

て心の状態に悪いだろうという気もした。

　とりあえず一道は工場の状況を聞こうと思い電話をした。すると桜井が電話口に出た。色々と

聞いてみると段取りから製品の完成まで不具合もなく今まで通り稼働しているということだった



。

「一ヶ月でも二ヶ月でも好きなだけゆっくりしてください。変な言い方ですが、順調に製造ライ

ンは動き、一道さんや僕などは必要ない状態です」と桜井は一道を安心させてくれた。ただ最

後に、

「社長や米沢さんが毎日やってきて、何かバタバタと準備をしています。それにまた、工場の周

辺の数軒の文化住宅も購入したみたいです。さらに工場を広げるようです。それでも僕には、何

をしようとしているのかは全く知らせてくれません」と不満を言った。この言葉は少し気掛かり

になったが、しばらく母親のそばにいてやる決心がついた。

　一道がすぐに帰らなくてもよいという事を知ると、民代はたいへん喜んだ。やはり、四十年以

上も連れ添ってきた夫婦だから急に一人だけの生活になるのが非常に不安だったようだ。

「心配することはない。寂しくなったらいつでも大阪の俺の所に来ればいい。工場の二階だから

部屋はいくらでもある」

「ありがたいのう。できるだけおまえには迷惑をかけないようにしようと思う。これまでさんざ

んお前には世話になっているからなあ。じゃが、どうしても我慢ができないようになったら、頼

むかもしれない・・・」

　民代の目から涙がポロポロとこぼれた。民代は最近、感情の起伏が激しくなってきていた。

　翌日から一道は、慌てて大阪に帰る必要がないと分かったので気分がずいぶん落ち着けた。

「裏の倉庫はどうしてる？」

「あの時のままじゃ。お前が大阪へ就職して、その後、秀一が高校に行くため下宿先へ出て行っ

た後はそのまま、掃除もせずにほったらかしている」

「オーッ！それはありがたい」

　一道は大声を出して喜んだ。これまで、たまに帰ってきた時でも仕事のことを考えるとゆっく

りできず、倉庫の中にまで入った記憶はない。

一道は期待に胸を膨らませて裏の畑の隅に建っている倉庫に行ってみた。この倉庫は家が狭かっ

たので、一道と弟の秀一が子供部屋として使っていたのだった。兄弟は自分たちの倉庫をお互い

に研究所と呼んでいた。そして入り口のところに「イルカ越え研究所」と下手な字で書いた板切

れを打ちつけていた。

　その時からすでに二十数年経っている。さすがに名前を書いた板切れはなかったが、倉庫の入

り口は当時と同じだった。

　彼は建て付けの悪い入り口の引き戸を開けた。中にはよどんだ空気のにおいがする。そして一

歩入ったとたんに、彼はぼう然とした。

　中学を卒業したときの状態と全く変わっていない。同じものが目の前にある。古い真空管ラジ

オの部品が雑然と山のように積まれている。当時、もちろんラジオや部品を買う金はなかった

から、全部、拾い集めたり、潰れた物をもらったりして集めたものだ。

　彼が新聞配達をして稼いだ金で買ったのは、半田ごてとハンドドリルくらいだった。そのハン

ドドリルと半田ごてが錆びにまみれて机の上にある。さらに、取り外した電源トランスや抵抗や

コンデンサーやコイルが雑然と机や棚の上に置かれたままになっている。



　彼の心の中で、時が急速に遡っていった。

　この倉庫の中で過ごした時期は、彼のこれまでの生活の中で最も幸せな時期だった。確かに、

家は貧しくて普通の子供が買ってもらうようなおもちゃを手に入れることはできなかった。し

かし、小学六年のころから真空管に非常に興味を持ち始めて、真空管を触っていることが何より

の楽しみになった。

　この頃から彼は外に捨ててあるラジオを拾っては倉庫に持ち帰った。そして分解しり、取り出

した部品を組み合わせて何か新しいものを作ったりした。それは彼にとっては至宝の時間だった

。

　中学になると新聞配達のアルバイトをして、もらった金の大部分は母親に渡して、手元に残っ

たわずかの金でラジオ関係の雑誌を買った。当時の子供たちがマンガが好きで、毎月の漫画雑誌

の発売が待ち遠しくて堪らなかった以上に彼は月々の電気関係の雑誌を買うのが楽しみでしかた

がなかった。そしてその記事を見ながら、真空管を使ってさまざまな工作をした。金を出して買

う部品は最小限にして、ほとんど拾ってきたもので完成させた。

　一道はこの頃から何かを作り始めると没頭するようになった。完成するまでは時間の経つのも

忘れてしまった。夜も食事もせずに深夜まで工作していたので、よく母親が裏の倉庫までやって

きて、無理やり電気を消して寝かせることもあった。それにつられて弟の秀一も電気関係の事が

好きになり結局、工業高校に進学して電気関係の仕事に就いていた。

　一道にとってこの時期は、何の不満も不安もなかった。いつでもラジオ部品などを見ると期待

に胸が高まった。何よりも真空管に触ると心が満たされてこの上ない幸福感が沸き上がってきた

。

 
　　　　　　　　　　　　　(二十)
 
　小学校五年生になった頃、学校の理科の授業で鉱石ラジオの製作をした。児童1人1人に1セット
が渡されて先生の説明を聞きながら組み立てた。ボビンにエナメル線を八十回ほど巻いて、平行

にポリバリコンを結び付け、検波器を通してクリスタルレシーバーにつないだ。これが一道をラ

ジオに目覚めさせるきっかけになった。

　目に見えない電波と言うものが、検波器を通じて耳に聞こえるようなると言うことが実に不思

議でおもしろかった。

　その魔法使いのような鉱石検波器は、二〜三センチの鉛筆くらいの大きさの筒で、蓋を開ける

と中には、折れた鉛筆の芯ほどの石のかけらが入っているだけだった。それを一方から細いバネ

で押さえていた。そこからクリスタルレシーバーにつなぐと電気も使わないのに放送が聞こえて

きた。

　小学生の一道にはこんなちっぽけな石片を通しただけでどうして耳に聞こえるようになるのか

、まるで手品でも見ている気分だった。

　学校で鉱石ラジオの工作が終わってからも、一道はそれを家に持って帰ってさまざまな実験を

試みた。まず面白かったのはアンテナだった。高く長くすればするほど音は大きくなった。さら



に鉄棒を土の中に叩き込んでそこからアースを取ると一段と音が大きくすばらしく聞こえてくる

のも分かった。

　そうするとますます大きな良い音で聴きたくなる。彼はできるだけ高く大きなアンテナを張り

、できるだけ地中に大きく深くアースを打ち込むことに熱中した。

　彼は秀一と一緒に屋根の上にのぼり、屋根の両端のいちばん高いところにある棟木に長い棒切

れを打ちつけて支柱を立て、二本の支柱の間に針金を張り渡してアンテナを作った。

　アースには、一メートルもあろうかと思われる水道管を拾ってきて、苦労しながらほとんど

埋まってしまうくらいまで地中に叩き込んだ。そして胸をワクワクさせながらアンテナとアース

を鉱石ラジオにつないだ。レシーバーを耳に入れたとき、そのあまりの明瞭な音量に驚き、飛び

上がって喜んだ。

　アンテナを張った翌日、雨になった。倉庫の部屋の天井のいたるところから雨水が漏れてきた

。父親に言うとすぐに屋根の上に上がって調べてくれた。

「お前ら、屋根瓦を何枚も踏み割っているじゃないか」

　屋根の上から亀三の怒鳴り声が聞こえてきた。アンテナを張った時、二人が屋根の上をドタド

タと歩き回ったので瓦を割ってしまい、そこから雨水が染み込んでいたのだった。すぐに亀三は

どこからか古いが割れていない屋根瓦を持ってきて修繕してくれた。

　しばらくはよく聞こえるようになった鉱石ラジオを聞いていたが、やがてまた、もっと大きな

音で聞きたくなった。それで今度は、アンテナコイルをたくさん巻けばそれだけ大きな音がする

のではないかと思い、二、三十回余分に巻き足してみた。

　すると、音の大きさは変わらなかったが、漁業無線の声が飛び込んできた。いつも聞こえてい

る放送局以外に一風変わった内容の放送が入ってくるというのは、新鮮な驚きと喜びだった。

　鉱石ラジオはもちろん倉庫のアンテナとアースにつないで大きな音で聴くのも楽しかったが、

さらに楽しかったのは、あちらこちらと持ち運んでも聞けることだった。

　外で聴くときにはいつも、竹ざおの先にアンテナ線を巻き付けてラジオに接続していた。一道

兄弟はアンテナの竿を高く掲げて得意そうに歩きながらラジオを聴くのが大変好きだった。特に

、周囲の人から、何をしているのかと不思議そうに見られると、とてもうれしくなった。

　ある日、鉱石ラジオを放送局のアンテナのそばで聞いたらどんなに聞こえるだろうかと思った

。

　当時、城辺町のかなりの高さのある山の頂上にＮＨＫの電波中継所があった。そこには、どこ

からでも見えるような高いアンテナが立っていた。中継所までは急な坂道で自転車に乗ったまま

ではとても登れないような道だった。

　そこを一道は息を切らせながら必死で自転車のペダルを踏んでアンテナのそばまで行った。自

転車を降りて押して歩いた方がよほど時間的にも早いように思えたが、彼はどんなところでも自

転車に乗ったまま進むのが好きだった。

　鉱石ラジオを取り出して、アンテナ線を中継所の、アンテナを引っ張るようにして支えている

太いケーブルに巻きつけて聞いてみた。これは素晴らしく大きく良い音だった。

　レシーバーを耳の中に入れるまでもなく、近付けただけで音が聞こえてきた。人の声や音楽が



まるですぐそばにいるところから聞こえてくるようにさえ思えた。いつまでもそのまま聞いてい

たいような気持ちにさせる音質だった。

　彼は今度はアンテナ線をケーブルからはずして、土の上に這わせてみた。するとまた同じよう

に素晴らし音が聞こえてきた。アースもアンテナも電波をよい状態で受信しょうと思えば両方と

も大切なのだということがよく分かった。このことがあってから彼はしばしば新しい鉱石ラジオ

を作ると中継所に行っては長時間、ラジオを聴き続けていた。



（二十一〜二十五）

　　（二十一）

 
　中継所のアンテナのそばでは、十分に満足できるような音で聴くことができたが、中継所を少

し離れると、音はまた小さくなった。

　一道は中継所から離れても中継所で聞こえたような大きな音で聞きたいと思った。それで学校

の図書館でラジオ関係の本を探して読んだ。しかし、どれも鉱石ラジオ程度のもので、彼の希望

をかなえてくれるようなものはなかった。

　それで、鯆越には書店などはなかったので城辺町まで行き、ラジオ関係の雑誌を捜して立ち読

みをした。そこには知りたい内容が豊富に書かれているものがあった。見ているうちに記事に引

き込まれ、胸が高鳴るような思いがした。

　その本はどうしても欲しかったが、値段を見ると今ある小遣いではとても買うことはできなか

った。もともと、決まった金額の小遣いを定期的にもらえるような経済的な状況ではなかった

ので、自分で金を稼ぐしかないと思った。

　当時、村に鉄くずを買ってくれる人がいて、小学生などが拾ってきた金属片などにも金を出し

てくれた。これは一道にとってたいへんにありがたかった。親からはいつ小遣いがもらえるか分

からないなかで、鉄くず集めは確実に現金を手に入れることができた。彼は結局、中学になって

新聞配達をするまでに小学校の時から金属を集めるアルバイトを続けていたことになる。

　一道は学校の授業が終わると、自転車であちらこちらと走り回りながら捨ててある金属を集め

て回った。ほぼひと月ほど続けるとちょうど雑誌を一冊買えるくらいの金額になった。彼は急い

で本屋へ行って目当てのラジオ関係の雑誌を買った。それを家で読み始めると時の経つのを忘

れた。

　本の中は知りたい知識の宝の山だった。彼はその雑誌を始めから終わりまで何度も何度も読み

返した。読むたびに頭の中に新しく作ろうとするラジオの構造が浮かんできた。

　一道はこの雑誌で初めて真空管の存在を知った。家には高一のラジオはあったが、大きな雑音

が出て放送はわずかにしか聞こえなかったので、台風が近づいた時とか、よほどのことがない限

りスイッチを入れることはなかった。彼はそのラジオの中に真空管が入っていることも雑誌を読

むまでは気がつかなかった。

　雑誌の記事の中の一つに、特に目が引きつけられるラジオ制作があった。それは、彼が最も望

んでいた屋外でレシーバーからラジオの音を大きく聴けるものだった。

　回路図を見ると実に簡単で、鉱石の代わりに、バリコンから抵抗とコンデンサーを並列にして

真空管のグリッドにつなぎ、プレートには抵抗とコンデンサーをつなげばよかった。抵抗の一方

はＢ電源に接続し、コンデンサーはイヤホンにつなぐようになっていた。電池管式の一球ラジ

オだった。

「なんとかこの真空管ラジオを作って、外で大きな音でラジオが聞きたい」

　一道は一球式のラジオが作りたくていてもたってもいられなくなった。



　そのラジオの製作記事で使っていた真空管は１Ｔ４というものだった。城辺町のラジオ屋に値

段を聞きに行くと、とても鉄くずを拾っただけの金では買える金額ではなかった。真空管を買う

金がないとすれば、拾うしかないと思った。

　この時より一道と秀一は捨ててあるラジオを探しては家に持って帰ってきた。そして自転車で

少しずつ遠いところまで行き、探す範囲を広げていった。そうすると、結構たくさんの捨てられ

ているラジオを集めることができた。ちょうどトランスレスの五球スーパーラジオが出始めたこ

ろで、それまでのＳＴ管のラジオを買い替える時期だった。

　一道兄弟の小屋には次から次へと捨てられたラジオが持ち込まれた。こうして集められたつぶ

れたはラジオは、彼にとっては宝の山だった。

　それらの中に電池管式の携帯ラジオが一個あった。その中に１Ｔ４があることを祈るような気

持ちで裏ブタを外した。Ａ、Ｂ電池は使えるかどうかは分からないがつけられたままだった。

　そして真空管は4球あるうちの二球は割れていた。残りの二球を調べるとその中に１Ｔ４があ
った。一道は動悸がして手が震えるほど喜んだ。

　ハンダとペーストは買ってきたが、電気ハンダごてを買うほどの金はまだ溜まっていなかった

。それで太い銅線を何重にも丸めて金づちでたたいて塊にしたもので代用した。それを七輪の炭

火で焼きながらハンダ付けをした。

　配線は簡単のもので、コンデンサー二個と抵抗三個を接続すればよかった。その抵抗やコンデ

ンサーも拾ってきた残骸の中から探せば、使えるものがいくらでもあった。

　電池管式一球ラジオは適当な木の箱を作ってその中に組み込んだ。作るのをもっと楽しみたい

と思ったくらい、早くできてしまった。

　一道は、本当にこれで大きな音で聞こえるのだろうかと不安に思えた。フィラメント用の電

池は、拾ってきたものはすでに放電してしまっていて使えなかったので、家にあった懐中電灯の

ものを取ってきて接続してみた。真空管を手で覆って暗くして覗き込むようにしてみると、１Ｔ

４のフィラメントが赤くなっているのが見えた。

「やった!絶対にこの真空管は生きているぞ」
　彼はそのかすかに赤く焼けているフィラメントを見て大声をあげた。次に捨てられていたＢ電

源用の電池をそのまま接続してみた。Ｂ電池は六十三・五ボルトの積層電池で非常に高価で、と

ても新品が買えるものではなかった。電気が少しでも残っていることを祈るような気持ちになっ

ていた。

　接続を完了してレシーバーを耳に入れて恐る恐るバリコンを回した。鉱石ラジオで放送が聞こ

えた位置と同じところまでバリコンを回すと大きな音で放送が聞こえてきた。

「すごい、大きな音で聞こえるぞ。万歳！」

　その音は鉱石ラジオよりはるかに大きいうえに、豊かな質感のある音質だった。それは中継所

で聞いた音にさらに暖かさが感じられるような快い音質だった。また珍しくて、真空管を指の先

で軽くはじいたりすると、キーンという音が聞こえた。それも実に新鮮で驚きを感じさせるも

のだった。

　一道はいつまでも聴き続けていたかったが、秀一にも聴かせてすぐに電池を外した。電池が消



耗することが何よりも心配だった。

　彼はそのラジオにレシーバーを二個付けて、秀一と一緒にあちらこちらと自転車で走り回りな

がら、行った場所で二人で耳にレシーバーを入れて少しの時間だけ電池をつないでラジオを聞

いた。これは二人の、時の経つのを忘れさせるほどの楽しみになった。

　初めての真空管は、一道の心を完全なとりこにしてしまった。学校へ行くときもラジオから外

した真空管をポケットに潜ませて持って行った。また、寝る時も一球式ラジオを枕の側に置いた

。こうすることによって、一道は何とも言えない幸福を感じることができた。

 
　　　　　　　　　　　（二十二）

 
　中学になってから彼はすぐに新聞配達を始めた。

　父親の心臓病は、医者から悪くなることはあっても良くなることはないと言われた通り、少し

ずつ機能が落ちてきているようだった。今までそれほど大変そうな様子を見せなかったは動作

にも、大きく息切れをしたり、しばらく休まなければ次の動きができなくなっていた。船に乗っ

ての手伝いも動悸がして無理になってきたので、陸での仕事に回されていた。もらえる金はます

ます少なくなっていた。子供の小遣いが両親の給料から出てくる余裕は全くなくなった。

　一道の新聞配達の給料が、自分と弟妹の小遣いの出所になった。さらに家計の助けにもしなけ

ればならなかったので、月々、一道が自由に使える金額はわずかなものだった。それでも、月々

のラジオ雑誌は欠かさず買った。

　そして、電気ハンダごてとハンドドリルだけはどうにか買うことができた。テスターが欲しく

てたまらなかったがとても買える金額ではなかった。しかしとりあえずこの二つの道具があれば

、たいていの作業をこなすことができた。

　電池管式のラジオを作った後、彼はＢ電池の消耗の心配のない、家庭用の百ボルトの電源を使

ったラジオを作ることにした。雑誌に出てくるさまざまな回路図の中で、いわば、電池管式のラ

ジオの電池の部分を電源トランスと整流装置で働かせるものを選んだ。それなら失敗せずに作れ

ると思ったからだ。

　拾ってきたラジオの中から、電源トランスの付いた適当なシャーシーを選ぶ。トランスが生き

ているかどうかは電源につないで、それぞれの出力の両端を瞬間的にショートさせることによっ

て出てくる火花で確認した。

　二百ボルト以上あるＢ電源などはショートさせたままにしているとあっという間にトランスに

巻いている細いエナメル線が焼け切れたので、特に気をつけながらショートさせた。

　この試験で分かったのは、捨てられていたラジオのほとんどの電源トランスは生きているとい

うことだった。それ以外のさまざまな部品も、たいていは使用可能なものだった。故障している

箇所はわずかの部分で、少し修理すれば十分に使用できるものが多かった。

　アンテナコイル、バリコン、真空管ソケットなどもそのまま使えばよかった。検波部分の配線

は電池管式と同じで、バリコンから６Ｃ６の頭の第1グリッドへ抵抗とコンデンサーを通して接続
すればよかった。新しい回路は電源部分だった。



　しかし、この部分も雑誌に載っている実体配線図を見れば簡単だった。一道は実体配線図が好

きだった。それは電気回路の配線というよりもむしろ好きな絵を見るようなものだった。いつま

で見ていても楽しくて飽きることはなかった。

　ハンダ付けは電気ハンダごてを購入してからは七輪に炭をおこして焼く必要もなく全く苦労は

なかった。苦労がないどころか、半田ごての先の部分でハンダが溶けるのが何とも言えぬ心地良

さだった。また、ペーストの焼けるにおいは、どんな香水よりも彼の嗅覚を満足させた。

　彼は短時間で三球式のラジオを組み立てた。アンテナとアースには自慢の屋根の上と地中深く

から引いた配線を接続した。クリスタルレシーバーを耳に入れて電源を入れた。

　かすかに電源トランスのうなり音が響いて、真空管のフィラメントが徐々に赤くなっていった

。それにつれて異様に胸が高なった。一道は耳に神経を集中して、ゆっくりとバリコンのダイヤ

ルを回した。するとすぐに驚くほど大きな音で放送が飛び込んできた。

「すごい。電池管よりもはるかに大きな音がする」

　一道は弟のためにもう一個レシーバーをつけてやった。弟の秀一も音量の豊かさに目を大きく

見開いた。この日は夜遅くまで兄弟でラジオを聴き続けていた。

　三球式ラジオの音量はアンテナとアースがしっかりしていたので大きくて、レシーバーを耳の

中へ入れなくても周囲が静かであれば音が出ているのがわかるほどだった。

　これに目をつけた一道は、クリスタルレシーバーの、耳の中に入れる透明のプラスチックの部

分を取り去って、代わりに、厚手の画用紙をスピーカーのコーンのように丸めて作り、レシーバ

ーの振動端子に接着剤でくっつけた。そうすると独特の雰囲気のする音が、十分に内容の理解で

きる音量で聞こえてきた。この音に一道はたいへん気に入り、学校から帰ると寝るまでいつもラ

ジオをつけっ放ししていた。

　雑誌の記事を参考にして次に彼が作ったのは低周波増幅回路だった。それはイヤホンのところ

に６ＺＰ１の真空管のグリッドを接続して、プレートから直接マグネチックスピーカーに接続す

るだけでよかった。

　マグネチックスピーカーはＵ字型磁石の間にコイルを置き、その中に振動子を取り付けたも

のだった。そのコイルにはＢ電源を直接通せばよかった。いわばＯＴＬだった。アウトプットト

ランス方式とＯＴＬ方式とどちらが古いのかといえば、ＯＴＬ 方式の方がラジオのスピーカーに
ついては早かったのだ。

　この電力増幅一段だけのラジオもよく鳴った。自作のクリスタルイヤホンスピーカーも面白い

音だったが、マグネチックスピーカーから聞こえてくる音は十分に実用になるものだった。

　彼が次に付け加えた回路は高周波増幅回路だった。この回路図や製作方法も雑誌にはさまざま

な形で記事になっていた。一道は拾ってきたラジオの中から検波コイルや二連バリコンや６Ｄ６

の真空管を取り出してきて高周波増幅部分を付け加えた。記事の注意事項にあった、二個のコイ

ルの干渉を防ぐようにシャーシーの上下に分離して作ると、これも短時間で完成した。

　一段の高周波増幅は一道にラジオの受信の楽しさを身に染みて教えてくれた。当時、近くには

ＮＨＫの電波中継所しかなかった。この地域で実用的に聞けるラジオ放送は、ＮＨＫ第一と第二

しかなかった。それも、並三や並四ラジオでは、アンテナの調子が良くないと雑音がずいぶん入



ってきた。

　一道の作った高一ラジオは、昼間は地元のＮＨＫ以外はほとんど入らなかったが、夜間になる

と様相が変わった。アンテナとアースがしっかりしているためか、豊後水道を渡って九州の電波

が入ってきた。さらにハングル語放送さえも波を持つようにではあるが聞こえた。

　それ以外にも中国地方の放送局や愛媛県庁所在地の松山市の中継所からの電波も入ってきた。

はるかに離れたは土地からの電波が、いま目の前に来ているのかと思うと面白くて仕方がなく、

一道と秀一は毎晩遅くまで、ラジオにしがみつくようにして聴き入っていた。

　そのため、早朝の新聞配達は眠くて仕方がなかったが、寝不足は授業中に居眠りをして解消し

ていた。

　高一ラジオを完成させた自信で、彼は家に置いていたほとんど使えなくなっていたラジオの修

理を始めた。

「どうせ、ほとんど壊れているからお前の好きなようにしたらいい」

　一道が修理をすると言ったとき、父親の亀三は期待する様子は全くなかった。息子の一道が裏

の小屋でつぶれたラジオを集めてきては何かしているのは知っていたが、電気の知識が中学生に

そんなにあるとは思っていなかった。

　家のラジオの回路は、彼が作ったものとほとんど同じだった。一道は同じ回路で修理をしたの

では面白くないと思った。それでまた、雑誌を見ながら面白い回路はないかと探した。その結

果は、いろいろな記事の回路の一部をつなぎ合わせて修理することにした。

　高周波一段増幅はどの記事も大差はなかったのでそのまま使った。検波と低周波増幅について

は別の回路のものにした。

　検波管を６Ｄ６から６ＺＤＨ３Ａに変えた。検波を６ＺＤＨ３Ａの二極管部分でやらせ、三極

管部分では電圧増幅をさせた。そして電力増幅管６ＺＰ１はそのままにした。

　そして、スピーカーをマグネチックスピーカーより良い音がする、拾ってきていたパーマネン

トスピーカーに取り換えた。

　この頃はパーマネントスピーカーはマグネチックスピーカーの代わりに取り付けられたものだ

ったからアウトプットトランスはスピーカー本体に取り付けられていた。

　一道は雑誌の記事で、「音質のよくなるアンプの回路」というのがあったのでそれを使ってみ

ることにした。

　彼はスピーカーからアウトプットトランスを取り外してシャーシーの上に取り付けた。そして

ボイスコイルの二次出力から６ＺＤＨ３Ａのカソードに抵抗を通して負帰還をかけた。さらに、

６ＺＰ１の第二グリッドとプレートを直結して五極管よりも音の良い三極管接続にして配線した

。

　彼はゆっくりと製作の楽しみを味わいながら完成させた。そしていつものおののきを感じなが

ら電源を入れた。選局ダイヤルをＮＨＫに合わせると音が出た。その音を聞いて、自分が製作し

たものながら一道は驚いた。

　素晴らしい音質だった。これほど豊かで温かみのある音は聴いたことがなかった。音楽にしろ

、会話にしろ、放送内容に関係なく音そのものが快く感じられた。できるだけ大きな音で、でき



るだけ長い時間聞いていたい気持ちにさせるものだった。

「どうしてこんなきれいな音がするんだろう？」

　秀一もスピーカーに耳をくっつけるようにして聞いていた。

「やっぱり、三極管出力と負帰還の効果だろうなぁ」

　二人とも時が経つの忘れてラジオに聞き入った。このラジオを二人で親の居る部屋へ持って行

って聞かせた。

「エェーッ！」

　両親ともに信じられないような顔をした。妹の弘子もぽかんと口を開けて聴いていた。

「一道にこんな能力があるとは思わなんだ。こんなに賢いのだったら高校に行かせてやりた

いが・・・」

　秀一と弘子が顔を俯けた。それを見て一道が、

「いや、俺は高校なんかには行かないぜ。進学するより早よう、仕事をして金を稼ぎたい。その

代り、弘子と秀一には俺が助けて高校に行かせてやる」と弟妹に言い聞かせるように言った。弘

子と秀一が安心したように顔を上げた。

「すまんなあ」

　亀三がしょんぼりして言った。

　この高一ラジオは両親がたいへん気に入り、家にいるときにはほとんどつけっ放しにされるよ

うになった。特に亀三も民代も以前から歌謡曲が好きで、時にはラジオから流れる歌に合わせて

声を出して歌うこともあった。

　亀三の心臓の機能が徐々に落ちてくるにしたがって、仕事ができる時間が減ってきたので、そ

の分、家にいる時間が長くなり歌謡曲が聞ける時間も長くなった。

　一道は授業のある日は家に帰ってから、休日など家にいるときはいつも歌番組が始まると、親

の部屋から漏れてくる歌謡曲を耳にした。ラジオから曲が流れ出すと音量をいっぱいにするので

、いやでも耳に入った。そのためか、中学生の彼も歌謡曲が大変に好きになった。特に両親が好

きだった懐メロには心がひかれ、彼が生まれる前の歌などにも妙な懐かしさを感じるのだった。

　亀三がラジオに合わせて歌う『国境の町』などを聞くと、行ったこともない旧満州の雪深い雪

原を鈴を鳴らしながら走る馬そりがありありと頭の中に浮かび上がり、何とも言えない寂しさを

快く感じた。

　また、民代が「花も嵐も踏み越えて」と歌い出すと、詳しい歌詞の内容は分からないが、とに

かくつらいことがあってもそれに負けずに頑張らなければならないのだという思いがした。

　その後、四球スーパーを作り、最終的に五球スーパーラジオまで作ったが、両親用の高一はも

っとも音が聞きやすかったので、そのまま使っていた。

 
　　　　　　　　　　　（二十三）

 
　一道が中学を卒業して就職のため倉庫を出てからは、秀一はあまりラジオの製作などはしなく

なり、学校のクラブと勉強に力を入れるようになった。



　それで、倉庫の部屋の中には製作したラジオなどは片付けたりもせずそのままの状態になって

いた。あの最初に作った一球式の電池管ラジオもあった。その後作ったたくさんのラジオなども

ほとんど全部残っていた。

　今、一道がそれらを見ると、当時の自分にタイムスリップしたような気持ちになり、同時にそ

の頃の幸福感が体の中から蘇ってくるように感じられた。

　一道はたくさん作ったラジオに順に電源を入れてみた。あの頃と同じくゆっくりと真空管のフ

ィラメントが赤くなった。彼は自分は二十数歳も年を取って変わったにもかかわらず、真空管は

全く変わっていないのを見ると時の不思議な流れを感じた。

　ラジオはどれもしっかりと電波を受信した。その変わらない懐かしい音にまた時の経過を忘れ

させられた。

　彼は九ボルトの００６Ｐの電池を五個買ってきて、一球式の電池管ラジオに接続してみた。

レシーバーを耳に入れてバリコンのダイヤルをゆっくりと回すと放送が耳に入ってきた。当時と

同じような温かみのある音質だった。それを聞いているうちに、貧しかったが充実して幸福感に

満たされていたあのころの自分に遡っていくような気がした。

　一道は雨が降らなければ少年のころと同じように朝から電池管ラジオを持って自転車で出か

けた。そしてあちらこちらと思い出の場所を訪れた。

　民代は、一道が「いらない」と言っているのに、出かける時はいつも弁当を作って息子に持た

せた。その弁当がまた、中学時代の記憶にあるものと同じように魚ばかりのおかずだった。

　民代は一道の弁当を作ったり、世話をしたりしていると母親らしく顔が生き生きとしていた。

逆に、何もすることがなくなるとうなだれてじっと座っていることが多くなった。

　一道が中学のころ自転車で最も遠く行った所は、太平洋に突き出した高茂岬の突端だった。海

抜のかなりある先端の頂きまでは長い急な坂道になっていた。元気盛りの中学生と違って、いま

はかなりきついかと思ったが、懐かしさのあまり行ってみた。

　突端に近付くにつれて亜熱帯性植物が多く繁ってくる。半島に打ち寄せる黒潮の暖海流のため

に一年中、気温が高いからだ。

　それは高茂岬に限らず、南宇和の海岸一帯は冬季でも温暖な地域だ。一道が小学生の間に雪

が降ったのは数回しかない。その時には珍しくて授業をやめ、グランドに出て大はしゃぎしたも

のだった。

　昼前になって師走にもかかわらず、汗ばみながら到着した。地元の人もめったに行かない所な

ので人影はどこにもない。

「俺はまだ体力は落ちていないぞ」

　息を切らせながら彼は空に向かって言った。

「ああ、あの時と同じだ」

　前方の視界を妨げるような高い立木はない。背後の山肌には冬にもかかわらず木々が青々と茂

っている。陸地は半島の先端から急な断崖となって、はるか下方の海面へと落ちている。視線を

上げると無辺際の太平洋が視界いっぱいに広がってくる。彼ははるか水平線が弧を描いているの

を懐かしそうに目を細めて見た。



　視線を手前に戻してくると右手に周辺では最も大きな島が見える。鹿島だ。その昔、伊達家十

万石の宇和島藩の藩主が鹿狩りが楽しめるようにと島に鹿を放ち増殖させた。その鹿が生き残っ

ていて、今では観光資源にしようと餌付けをしている。

　その鹿島の周囲や〝沖の磯〟といわれる岩礁の周囲には白い波が立っている。天気は良いが海

は荒れ模様だ。

　はるか沖を通る、かなり大きいと思える船がミニチュアのように見え、しばしば波に飲まれ海

中に消えてしまう。海の雄大な存在に対すると船は芥子粒のようだ。それがあまりにも不均衡な

のに、さらにあの中に人間がいるのかと思うと一道には虚無感のようなものさえ感じられる。

時々、からだが揺れるような強い風が吹きつけてくる。

　一道はしばらく岬にただ立っていた。そうすると、この場所に懐かしさから来たが、この自然

は思い出のものではないと思え始めた。現在の自分に対峙している偉大な自然なのだと思える。

考えれば二十年や三十年、否、百年や二百年の歳月など大自然にとっては変化の節目にもならな

いだろう。

　思い出の自然も今の自然も不変なもので、変化すると思っているのは自分の錯覚に過ぎないの

ではないのか。人間である自分は年を取って変化しているように思っているかもしれないが、実

は偉大な自然の時の流れから見れば何も変化していないのではないか。

　自然も自分も変化しているように見えるのはほんの上辺だけで、根底のところでは不変的なも

のと結びついているのではないのかと思える。そう思うと懐かしさを超えて今度は、一道自身が

自然と一体になってゆくのを感じた。

　大阪での日常生活が別世界のことのように思えた。さらに母親や亡くなった父親のことさえも

そう思えた。このまま自然の中で死んでいったとしても何の違和感もないように思えた。死んだ

後も自分は自然と共に存在するのではないかという気がした。

 
　　　　　　　　　　　（二十四）

 
　一道はいつまでも立ちつくしていた。

背後の、風の音とは違ったザワザワという物音にハッとする。振り向くと木々の間を数匹の野ザ

ルが移動している。そのうちの一匹と彼の目が合う。サルはすぐに目をそらせて、特に彼を意識

するでもなく山中へ消えていった。

「さあ、ラジオを聞いてみよう」

　彼は電池管ラジオを取り出してアンテナを高く伸ばす。時間は正午前だ。バリコンをゆっくり

と回すとＮＨＫ中継所の第一放送と第二放送は音量、音質とも満足なレベルで聞こえてくる。さ

らにバリコンを回すと音が波打つように聞こえるが、内容は十分に分かる放送が入ってくる。正

午前のお知らせの内容を聞くと、九州地方の民放であるのが分かる。

　やがて正午の時報が鳴った。一瞬の空白があって、次の番組みのテーマ曲が流れてくる。その

曲を聴いて一道の心が弾んだ。『なつかしの歌声』の前奏だ。両親が特に好きな歌で、これがラ

ジオから流れ始めると二人は晴れ晴れとした顔になって大きな声で歌っていた。



　一道もそれを何度も聞いているうちに、優しい哀愁を感じさせるこの歌が大変好きになって

いた。曲の途中でアナウンサーが「なつかしのメロディー」と番組名を言って、またしばらく曲

が流れる。

　藤山一郎と奥山彩子が歌い始める直前に音量が絞られる。それから曲名が紹介されて、懐かし

い歌が次々と流れる。わずか十五分の番組だったが、一道は時間が逆流して、自分が中学生の時

と同じ心になってくるように感じた。

　翌日から一道は雨が降らなければ毎日、母親が作ってくれた弁当を持ってあちらこちらと出か

けて行った。そして、ラジオを聞きながら、あの貧しかったけれども幸せだった子供のころの自

分に浸っていた。

　やがて、釣竿も持っていくようになった。帰りがけに海岸で魚を釣って帰った。餌は岩にくっ

ついているカキや貝を割って身を取り出して針につければよい。

　黒潮が打ち寄せ海水温が年中高いので、魚はいくらでも釣れる。海底の岩場の穴の中に落とし

込めば、すぐにガシラが食い付く。海草の中に入れるとメバルやグレが食う。回遊魚が入ってく

るとアジやサバが入れ食いになる。時にはイシダイの子のサンバソウまで釣れる。これは刺し身

にすると絶品で、母子で舌鼓を打って楽しく食べた。

　民代は魚の種類によって様々な方法で料理をするので、子供の頃もそうだったが、毎日魚を食

べても飽きることはない。また、釣れすぎたアジなどは二枚に開いて天干しにして保存できるよ

うにする。こうしておくと海が荒れて釣りに行けなかった日でもおかずを買わなくてすんだ。こ

れらはちょうど、山里の桜井マサ子が山菜料理をするのとよく似ていた。

　毎日の生活はわずかな費用で済ますことができた。亀三が死んだので、軍事恩給の代わりに民

代が支給を受けることになる扶助料でもどうにか生活していけると思えた。それに、一道に、大

阪へ帰らないのであれば、定置網の手伝いに来いと言ってくれる漁協の者もいた。

　一道は故郷での毎日の生活に時として大阪の生活を忘れてしまうことがあった。桜井からは、

工場はうまくいっているからゆっくりすればよい、と言われてからその後、何も連絡がなかった

。また、一道からも連絡をしなかった。

　徐々に頭の中から、工場での生活はもとより中学卒業して集団就職で大阪に行ってからのすべ

ての生活の実感が薄れてきていた。今の生活が本来の自分の生活で、大阪での生活は横道に逸れ

た自分に相応しくない生活のように思えてきた。

「俺はこのまま、鯆越で生きてもいいなぁ。仕事は適当に道路工事か漁の手伝いをすれば食って

いける。働けなくなればこの世を終りにすればいい。その方がお袋も喜んでくれている」

　一道は生涯、故郷での心の満たされる生活を続けることに愛着を感じ始めていた。それで、そ

の後も工場から連絡がないのをよいことに、一道からも全く連絡をしなかった。工場の一道の部

屋に置いたままになっている物は大切なものは何もなく、全部捨てられてもよかったので、この

ままカミツ工業を辞める気になっていた。

　一年程が過ぎた。

　南国には珍しく冷え込む夜が続いていた時だった。突然、桜井から電話がかかってきた。

「三津田さん、ほんとうにご無沙汰しています。まったく連絡せずにすみませんでした。お元気



でかす？」

　懐かしい桜井の声を聴くと一道はなにはともあれ嬉しくなった。

「ああ、元気だぞ。久しぶりだなあ、懐かしいなあ。桜井君も元気かい？」

「ええ、体は元気なんですが、ラジオの製造がうまくいっていないのですよ。そろそろ大阪に帰

ってきてもらえませんか」

　受話器から桜井の困ったような声がした。

「どうして？社長や米沢がまた何かやらかしたか？」

「そうです。三津田さんがいないのをよいことに、好き放題で勝手にやっています。その結果、

返品の山ですよ。これまでは僕が三津田さんに連絡をしようとすると、二人とも、田舎でゆっく

りしているのに連絡をするな、と止めていたくせに、製造がうまくいかなくなると、急にこうし

て僕に電話をさせるのですよ。悪いのは全部、僕の設計の誤りだと責任を押し付けられているの

です。とにかく帰って来て助けてください。お願いします。くわしいことはその時話をします」

　桜井の話の様子では不良品の製品が次々と出荷される状態になっているようだった。

「・・・それと、半年ほど前に、杉山さんが亡くなりました。すぐに三津田さんに連絡しようと

したら、社長さんが止めるものですから結局、お知らせできなかったのです。残った人では良い

真空管が作れなくて、しかたなく、杉山真空管の製造は中止しました」

　桜井の声が沈んだ。

「そうか、そんな事もあったのか。大事な人を亡くしたなあ」

　一道は少し間を置いてから続けた。

「俺はもう、ずうっとこの田舎で生活してもいいかなあと思いかけていたのだが・・・桜井君が

そんなに困っているのであれば、すぐ帰るよ」

　こう言いながら一道は、少年時代の幸福な生活が再度、終わったように感じた。

　一道が帰り支度を始めると、母親が急に老け込んだ。寂しそうに俯き、ものを言わなくなった

。

「ひとり暮らしがいやになったら、いつでも大阪に来たらええよ」

　こう言って母親を元気づけたが、民代の顔は晴れなかった。それでも、大阪で世話になってい

る人へのお土産ということで、親戚を回ってもらってきた米や野菜や魚の干物をダンボール四箱

にも詰めて、一道に持って帰るように言った。一道は列車で帰るつもりでいたが、母親からの土

産がかさばったのでまたレンタカーを借りた。

　翌早朝、帰りがけに彼は一球式の電池管ラジオをカバンの中で入れた。それから後ろ髪を引か

れるような気持ちで家を出た。

 
  　　　　　　　　　　　（二十五）
 
　この年の四月には瀬戸大橋完成のニュースが大きく流れていた。四国と本州がいわば陸続き

になった。一道の子供の頃には想像もできないことだった。

　宇高連絡船からの乗り換えに座席を取るために思い切り走ったことが、すでに過去のことにな



ってしまったのだ。愛媛県の南端の魚村にも時代の変化の波が押し寄せてくるのが、少し戸惑い

を伴いながらも感じられる出来事だった。

「瀬戸大橋とかいうやつを渡って帰ろうか」

　一道は低い声でつぶやいた。

　彼は〝夢〟の大橋を通って岡山に渡ったが、接続する道路がまだ整備されていないこともあ

って、時間的には呉〜松山のフェリーを使うのとほぼ同じだった。

　大阪が近づくに連れて一道の感覚は逆転してきた。あのごみごみとした工場での汗と油の生活

が現実で、一年間ほど過ごした故郷での生活は夢の出来事のように思えてくる。

　・・・やっぱり俺は現実の中で生きるしかないのだ

　夕刻、大阪の無数の無秩序な建物の姿が目の前に現れてくると彼の腹は決まってきた。

　一道は工場に帰ってみて驚いた。以前の文化住宅をつないで作った工場はどこにもなくなって

いた。その代わりに前の二、三倍もあるかと思えるような波形スレート葺きの屋根の工場が建っ

ていた。中に入ってみると、神津や米沢がまだせわしく動いていた。工員の人数も何倍にもなっ

ていて一道の知っている者は少なかった。神津が一道を見つけて寄って来た。

「オーッ、一道君じゃないか、よく帰ってきてくれた、待っていたよ。頼みたいことがいっぱい

あるが、今ちょっとバタバタしているので、桜井君が学校から帰って来てから詳しいことは聴い

てくれるか。彼の言うとおりにしたら不良品ばかりになった」

　神津は桜井に責任を転嫁するような言い方をした。

「三津田さん、ようこそ帰ってくれましたねえ。やはり三津田さんみたいな優秀な技術者がいな

いとこういう工場はやっていけないよ。助けてよ。このままだと利益がなくなってしまう」

　米沢も傍によって来て頭をペコペコ下げる。一道は二人の様子に言葉とは裏腹に、何時もの事

ながらまったく誠意が伝わって来ないので不機嫌になった。

「とにかく、今は長旅で疲れただろうから、部屋でゆっくりしなさい。必ず帰ってきてくれる

と思って、お前の部屋はちゃんとあの中二階のところの桜井君の隣に作っておいたのだから」

　指差された方を見ると工場の隅に床から二メートルほどの高さに　　　　　　天井にへばりつ

くような格好で部屋が作られている。一道はろくに返事もせずにその部屋の下に行った。

　鉄の階段を上がると踊り場で左右に入り口がついていて二つの独立した部屋になっている。一

方の部屋にはギターや見慣れた桜井の持ち物が置いていたので彼の部屋と分かった。

　もう一方の部屋を見ると、一道がいつかプレーヤーを買って聴こうと思って集めていたアナロ

グレコードと電気関係の雑誌が隅に積まれている。それと桜井と二人で作った様々な真空管の製

作物が床に雑然と置かれている。

　それ以外は何もなかった。どうやら他の彼の所有物は全部処分されたようだった。部屋は十畳

位の広さで一応、炊事ができるように簡単な調理場がついていた。窓は屋内側にしかなく、開け

ると工場内が見渡せた。

　工場の就業時間も終わり、暗くなってから桜井が帰ってきた。

「桜井君、久し振りだなあ。元気そうでよかったよ。懐かしいなあ」

　一道は嬉しそうに笑った。



「やはり、三津田さん、帰ってきてくれましたねえ。ありがたいです」

　桜井はもともと童顔な顔をさらに子供のようにほころばせた。

「いったい、この工場はどうなっているんだい？」

　一道は桜井から大阪を出てからのことを詳しく聞いた。

　一道が故郷に帰るとすぐに神津と米沢が工場に入り浸りになって、高一中二を大量生産して通

信販売する準備を始めた。そのために、工場の周辺の文化住宅やアパートをさらに買い取って、

二百坪以上もある工場を建てた。

　そして本社工場にあった製造設備もこちらに移設して、本社は洒落た五階建のビルにした。拡

張した工場を稼動させるため設備や人員も大急ぎで整えていった。

　その間、桜井は、一道に無断で工場を改造するのは絶対にいけない、と文句を言ったが聴く耳

を持たなかった。ただ、一道が帰ってくると邪魔されかねないので、一道には絶対に連絡をしな

いように釘を刺されていた。もし一道の方から連絡が入ったら、帰ってこないように上手く言え

、と言い含められていた。

　また、杉山が亡くなってからは真空管を自給できなくなったので、米沢が得意の宣伝作戦で真

空管関係の業者や専門雑誌に真空管買取のキャンペーンを張った。すると、今でもこれほどたく

さんの真空管があったのか、と驚くほど集まってきて、大量生産に充分に対応できる在庫にな

った。

　高一中二の製造ラインが完成してから、宣伝文句に〝あなたのふる里の放送局が聞こえる真空

管ラジオ《望郷Ⅱ》〟として新聞広告に出した。すると高価な値段設定をしたにもかかわらず、

多量の注文が入ってきた。それで次々に増産体制を調えて販売していった。

　始めのうちはあまりクレームや返品はなかったが、神津や米沢が利益幅を大きくする為、コス

トを大幅に下げるように製造の変更をした。そうして製造された品物からクレームの返品が増加

して、今では対応しきれない状態になってしまった。

　もし、高一中二の製造販売がうまく進んでいたとしたら、神津は、気難しいことを言う一道を

工場に帰ってくるように桜井に電話をさせなかったに違いない。

　夜遅くなってから神津が二人の居る部屋にやってきた。

「一道君、なんとか助けておくれ。会社の最大の危機を救ってくれ、頼む。お父さんのお葬式に

も行けなくて済まなかった。少ないが、田舎に帰っていた間の手当てだから遠慮せずに取ってお

いてくれ」

　神津は大げさな素振りでポケットから封筒を取り出して机の上に置いた。そしてそそくさと出

て行った。

「とにかく、返品された物を調べてみようか」

　二人は工場の隅に山のように積み上げられている返品の一つを部屋に持って来た。

「何もかも安作りにしてしまったな。キャビネットは薄い繋ぎ板になっているし、スピーカーボ

ックスは裏板を穴の開いたベニヤ板にしている」

　一道は製品化された高一中二を見て、苦々しく言った。

　こういう真空管ラジオの不具合の解決ができる技術者はほとんどいなくて、神津も米沢も困り



果てていた。桜井は確かに理論的には優れた頭脳を持っていて、さまざまな数値を出すことは簡

単にできたが、実際製作されたものの不具合などを改善することには向いていなかった。

　クレームのほとんどは、耳障りなほど出てくるハム音と受信の不安定さだった。一道は早速木

製のキャビネットからシャーシーを取り出して裏返してみた。抵抗やコンデンサーやコイルな

どは、一道と桜井が一緒に作った高一中二と変わらない。ただ、大量生産ができるように手配線

からプリント基板に変えている。それにしたがって部品のレイアウトも変えている。

「出ているハム音は、電源ハムと思ったので、平滑コンデンサーの容量を大きくしたり、チョー

クトランスの巻線を多くしたり、電圧増幅の真空管のヒーター用電源を整流して直流にしたけ

れど、一向に減りません。それで、誘導ハムかとも思い、信号系統の配線をシールド線にしたり

、アースポイントを変えてみたりしましたが、それでもだめでした。三津田さん、何が原因なん

でしょうかねぇ」

　桜井は指で指し示しながら説明した。手作りの真空管ラジオやアンプは、製作の時に注意しな

ければならないことが多くある。そうしないとさまざまな不具合が出てくる。

　長年、製作している者は、経験上からそれらの注意点を身につけており、ほとんど失敗はし

ない。だから、初心者はベテランが製作してうまくいったものを実体配線図にして、それにし

たがって製作するのが無難なのだ。初心者が手作りでゼロから製作すると回路図通りに配線した

としてもしばしば失敗するのも製作上の暗黙の了解のようなものが分かっていない場合が多い。

　一道が改めて見直すと、気になるところが見つかった。それは出力トランスの二次側から電圧

増幅管のカソードへ抵抗を通して配線しているＮＦＢ回路だった。抵抗はプリント基板上に付け

られているが、位置が出力トランスに近くて、カソードまでの配線をシャーシー内を引回す状態

になっている。この間に誘導ハムを拾っていると思える。

　インピーダンスは出力トランス側は言うまでもなく数オーム程度で低く、カソード側ははるか

に高い。出力トランス側は接続端子に指で触れてもハムはでないが、カソードに触ると大きなハ

ム音が出る。インピーダンスが高ければ高いほどハムを拾いやすくなる。

　一道はその抵抗を基盤から取り出して、一方を直接真空管のカソードにハンダ付けして、他方

は出力トランスまで配線した。そして少し得意になって電源スイッチを入れた。

　桜井はスピーカーに耳を近づけて神経を集中する。真空管のヒーターが完全に灯ってもハム音

は全く聞こえない。

「エーッ！・・・」

　桜井は驚きの声を挙げたまま次の言葉が出なかった。

「さすがは三津田さん、僕があれだけ苦労してもできなかったのに・・・」

　しばらくしてからしきりに感動の声を上げた。

　次に一道は受信が不安定になるという原因を探した。周波数変換や中間周波増幅回路あたりの

作り方は問題なかった。

　ただ、電波の入り口である高周波増幅回路の二つのコイルの位置関係が、確かにシャーシーの

上下には分けているが、干渉しやすい状態になっている。彼は薄いアルミ板を金切バサミで細長

い長方形に切って、それをシャーシー内のコイルを囲むように取り付けた。そして電源を入れて



みると受信の不安定な問題も全くなくなった。

「さすがは三津田さん！」

　桜井は同じ言葉を出して今度は尊敬のまなざしになっていた。

　翌日から製造ラインを修正して不具合が出ないようにした。



（二十六〜三十）

（二十六）

 
　いつの間にか工場長が一道から米沢に変わっていた。それだけでなく、一道を製造から外すよ

うにしているのがあからさまに分かった。

　要するに神津や米沢からすれば一道は邪魔だったのだ。そうかといって、トラブルや困ったこ

とがあると直ぐに助けを求めにきた。必要なときだけ使うという魂胆のようだった。一応、一道

の肩書は技術主任になっていた。これに従って給料もきっちりと下げていた。

「金の亡者め！」

　一道は諦めがちに一人で愚痴た。桜井に、「アルバイト料はもらっているのか」と聞くとほと

んどもらってないということだった。これには一道が怒りをあらわにして、

「桜井君は工場に住んで警備までしているのだからせめて守衛代を出せ」と神津にかみついた。

神津はしぶしぶと桜井にもアルバイト料を出すようになった。

　ある日、工場の就業時間が終わってほとんどの社員が帰った時、一道は部屋の窓を開けて工場

内を見ていた。毎日のことだったが、ラインが止まった後に一人の女子従業員が掃除をしていた

。

　電気代節約で終業のチャイムがなると同時に照明を落とすので薄暗く、今までそれが誰なのか

分からなかったし、また、気にもしていなかったが、よく見ると鉛筆削りで配線の被覆を取って

くれていた有沢和美であるのに初めて気がついた。

　彼女はいかにも寂しそうだった。彼は部屋から降りて彼女のそばに行った。

「残業をやらされているのか？」

「いえ、これが私の仕事になったのよ」

「被覆はがしはどうなったんだ？」

　一道が尋ねると有沢は朴訥に、彼が居なかった間の事情を話し始めた。

　それによると、神津と米沢が工場に入り浸りになって、高一中二の量産の準備を始めたが、配

線の被覆を剥すのに有沢がやっていた鉛筆削りではとても対応できない状態になった。それで、

被覆剥し機を導入したが、有沢はどうしても恐くてそれが使えなかった。仕方がないのでそれ以

外の仕事に回されたが、どの仕事も他の人よりも作業が遅くなってしまい、うまくできなかった

。結局、製造が終わった後の掃除が仕事になったということだった。

「最初に工場に来てくれたときも被覆剥し機を怖がって使えなかったが、どうしてそんなに怖が

るのだ？」

「私はこうなったから・・・」

　有沢は箒を握っていた右手を広げて一道の目の前に出した。人差し指と中指が先端の第一関節

から先がなかった。これまでそれに気がつかなかったのは彼女が上手く隠していたからだろう。

「前の会社で、シュレッダーをかけていた時、書類と一緒に指先も切ってしまったわ。それ以来

、機械の近くに指をもって行くことができなくなったの」



　一道は言うべき言葉が分からなくて口をモゴモゴさせている。

「・・・社長さんから、工場の掃除は専門の業者にやらせた方が安くつくので、私は今月いっぱ

いで辞めてくれと言われてます」

　有沢は無表情に言った。一見すると他人事のようにも思える。一道の顔がひきつった。

「いーや、辞めなくてもいい。俺が社長に掃除を続けられるように言うてやる。もともとからこ

の工場で働いてくれていたのだから、そのくらいしてくれても罰は当たらないだろう。今晩、社

長の家に行って話をつけてきてやる」

　彼は唇を震わせながら言った。

　夜遅くなって、一道は神津の自宅に行った。家の敷地は行くたびに広くなっているように思

える。隣接する土地を次々と買い足していって、今では周辺地域では最も広い庭のある家になっ

ている。

　玄関に神津が出て来るなり、一道は怒鳴るように言った。

「有沢さんを辞めさせようとしているようだが、そんなことは俺が許さんぞ。有沢さんは高一の

制作を始めたときから来てくれている人だ。勝手なことをするな」

　一道の剣幕に神津は驚いた表情になった。

「いや、クビにするとは言うていない。ほかの仕事ができないか考えてみよ、と言っただけだ」

「それが、辞め、ということだ。絶対にそんなことはさせないぞ」

一道は握りこぶしを震わせている。神津は何時もの一道に輪を掛けたような激しさに後ずさり

した。

「分かったわかった。だが、どうしてそんなにお前が必死になるのだ？」

　一道は一瞬、喉がつかえて言葉が出なかったが、

「俺と結婚するからじゃ」と口をガクガクさせながら言った。神津はしばらくポカンとしていた

。

「なんと、そうだったのか。それだったら早く言わないか。有沢さんにはいつまでも好きなだけ

働いてもらったらいいぞ」

　神津は一道の目の中をのぞくようにして今度はニヤニヤしながら言った。

「オーイ、里江、こちらに来てみろ。一道君が面白いことを言っているぞ」

　神津が結婚話を面白半分にもてあそぶような気配がしたので、一道はそそくさと家を出た。

　そしてその足で、有沢が一人で住んでいるアパートへ向かった。顔が緊張で引き吊り、頬と口

元がピクピクと忙しく動く。足は少しずつ速くなり、競歩のようになる。アパートは工場から十

分ほど歩いた同じく線路沿いに建っていた。

　部屋に行ってみると、有沢は遅い夕食を食べていた。相変わらず無表情な顔で不健康に色白く

、動作も鈍いので、どこか能面のように見える。最初に一道の顔を見たときは細い目を見開いて

少し驚いた様子だったが、

「仕事のことですか？」とすぐにいつもの顔になった。

「あぁ、そうだ。今、社長に掃除の仕事を続けられるように話しはつけたが・・・」

　一道は緊張して顔中をワナワナさせるだけで次の言葉が出てこなかった。ずいぶん間が経って



から、どうにか顔中汗だらけにして言った。

「実は、社長にお前と結婚するから仕事を続けさせてくれと言ってしまった」

　これにはさすがに有沢も目をキョトキョトさせながら驚いていたが、しばらくするとまた無表

情になった。

「エェ、いいですよ」

　顔の表情からは嬉しいのか嬉しくないのか、いっこうに分からないが、何度もうなずいた。

「ああ、よかった。これでやっと俺も嫁がもらえる」

　一道は緊張が解けると同時に飛び上がりたい気分になった。

　彼はアパートを出ると、大きな頭をユサユサ揺らせながら足が地に着かない状態で工場へ帰

った。桜井は一道が今までに見たことがないほど浮き足立っている様子に驚いた。

「いったい、どうしたのですか、何かあったのですか？」

　桜井は何事が起こったのかと不安にさえなりながら尋ねた。

「たいへんな事が起こった！」

　一道はこう言ってから嬉しそうな表情になり、事情を話した。桜井も聞いているうちに顔が緩

んで、最後には二人で大笑いとなった。

 
　　　　　　　　　　　（二十七）

 
　一道と有沢の結婚を最も積極的に進め始めたのは社長の神津だった。しばしば、仕事の終わっ

た後に二人を呼んでは、結婚の段取りを相談した。

一道は早速、愛媛の母親のところへ婚約の連絡をした。民代は子供の中でいちばん苦労をさせ婚

期も遅れたのが一道だったので、結婚相手が見つかったことを非常に喜んだ。

「結婚式は、金の無駄遣いになるのでする気はない」と一道が言うと民代も、

「消えてしまうような金の使い方をするんだったら、鍋の一つでも買った方が賢い」と賛成して

くれた。

「結婚式はやらない」と神津に言うと、急に顔をゆがめて怒りだした。

「それはだめだ。絶対にいけないぞ。おそらく人生に一度しかない結婚式をやらないというの

はもってのほかだ。亡くなったお父さんも結婚式をすることを喜ぶはずだ。お母さんには私がち

ゃんと話をしてやるから。すぐにでも結婚式の式場の予約に行こう」

　神津は強硬に結婚式を進める方向で動いた。民代へは神津がすぐに電話をして、結婚式をやる

ことと参加することを納得させた。

　結婚式の段取りが進むにつれて、神津は一道や有沢の意向を無視して、結婚式の日取りや式場

などを勝手に決めていった。一道が何よりも驚いたのは予約した式場の広さだった。

　一道側の出席できそうな親戚縁者は母親と二人の弟妹くらいだ。有沢の実家へは一度あいさつ

に行ったが、岐阜県の下呂温泉から更に山あいに入った所で、こちらも親しい親戚は少なかった

。一道や有沢自身の友人も人付き合いの苦手な二人だったので工場関係者以外はほとんどいなか

った。



「こんな大きな式場はいらない」

　一道が神津に文句を言うと、

「一生涯に一度の思い出たぞ。貧相なものをやって、親戚縁者に恥じをかかせてはいけない。そ

れに、社長としての俺の力量も試されているのだ。盛大にやろるに越したことはない」と言って

一歩も退かなかった。そして、披露宴の出席者に会社の取引業者や同業者の者たちを次々に加え

ていった。

　結果的に、一道が全く知らない参加者が多数になった。さらに、司会や式次第までも神津が勝

手に決めていった。

　いつの間にか神津が仲人になっていた。いろいろな書類や案内状などにも自分と妻の里江を仲

人にして印刷させていた。

　未だ、一道は正式に神津夫婦に仲人を依頼したこともなければ、神津の方から、仲人をして

やる、と言われたこともなかった。神津は自分が仲人をやるのは初めから当然のことだと思って

いるようだった。そのくせ、遠いからという理由で、新郎新婦の実家に挨拶に行くことは簡単

に断った。結婚式当日だけ仲人の役割をするつもりらしかった。

　結婚式の当日は、一道の希望とは逆に非常に豪華なものになった。ただ、新郎新婦と人間関係

の無いものが多かったので、主役が誰か分からないような披露宴となった。仲人の神津はすこぶ

る機嫌が良く、あいさつの時には、滔々と長い時間をかけて得意気にしゃべった。いつものごと

く聞いている者が退屈することにはおかまいなしだった。

　様々な会社関係のあいさつが続くうちに、カミツ工業株式会社の順番になった時だった。

「続きまして、新郎の勤務先であり、お仲人様の会社でありますカミツ工業株式会社、次期代表

取締役社長、神津毅様よりご挨拶を頂戴いたします」

　司会がこのように言うと、会場内にざわめきが起こった。度のきつそうな眼鏡を掛けて神経質

な顔をした長男の毅が緊張した顔でマイクの前に立った。一道が集団就職して来た時にはまだ小

学生で、すぐに泣くひ弱な子供だった。それが二年ほど前に大学を卒業して、時々工場にも顔を

出していた。神津夫婦がやせ形なので、その体形に似ているが、顔は年齢からすればはるかに老

けて見える。

　毅は父親と同じように、言っても言わなくてもいいようなことをだらだらとしゃべった。それ

なのに、業者からは大きな拍手が起こった。

　飲み食いが始まると、神津は仲人の席から離れて、長男を連れて、業者の席のところに挨拶回

りをする。この様子を見て一道は、どうして神津が大人数の盛大な披露宴にしたかったのかが

分かったと思った。

　神津は、披露宴を新郎新婦の祝いではなく、長男の社長就任式の予告代わりに使おうとした

のだ。一道のうれしそうな顔が急に不機嫌そうになり、頬がピクピクと動いた。

　披露宴はその後は新郎新婦そっちのけの業者対抗のカラオケ大会のようなものになって終わ

った。せっかく来てくれていた一道の母親や弟妹もあまり満足そうな顔をしないままそれぞれ帰

って行った。

　新婚旅行から帰って来てから一道は神津にかみついた。



「俺たちの結婚式を社長交代式に利用したな。費用の半額を出せ。うまいこと都合のいいよう

に使っておいて、全額を俺に出させるのか」

　結婚式の費用は彼がこつこつと貯めてきた貯金のほとんど全部に等しかった。神津はなんだか

んだと言い逃れて払おうとはしなかったが、一道が顔を合わす度に文句を言うので、仕方がな

く一ヶ月ほどして費用の三分の一を一道に渡した。

 
　　　　　　　　　　　（二十八）

 
　一道は結婚しても住む所は相変わらず工場の中二階の部屋だった。妻になった和美もアパート

から最低限の家具を持ってこの部屋に引っ越してきた。二人とも寝る所に金をかけるなどという

ことはこの上ない無駄遣いのように思えたので、家賃のいらない中二階はうってつけの住居だ

った。それに隣には桜井もいるので何かと便利だった。

　ただ、狭いのは致し方なかった。生活用品と真空管の製作物や材料が所狭しと置かれていた。

食卓は片付けるとそのまま、作業台になった。それでも二人は、

「アパートより広い」と満足気であった。

　桜井の朝と夜の食事は、和美が自分たちのものと一緒に作る。桜井の大学が休みの時は昼食も

作る。夕食はいつも三人で一緒に食べてその後、夜遅くまでさまざまな話をする。これが三人の

何よりの楽しみだった。一道も和美もペラペラとしゃべる方ではなかったが、不思議と桜井とだ

けは話が弾んだ。

　神津や米沢はうるさく注文をつける一道を、やはり、できるだけ生産にかかわり合わせないよ

うにしていた。日ごろはまるで邪魔者扱いにする。そのくせ、製造に不具合が生じるとすぐに一

道のところに来て、見え透いたお世辞を言っては解決させる。神津も米沢も自分達の都合によっ

て相手に対する態度がコロコロと変わる人間だった。

　製造ラインが順調に動いている時は、一道や桜井は特に何もすることがなかった。神津からは

、

「工場の技術主任だから不具合が生じた時にすぐに対応するためには工場から離れないようにし

なければいけない。だが、空いた時間はテレビを見たりさえしなければ好きなようにしてくれた

らいい」と言われていた。仕事中にのんびりと誰かがテレビを見たりしていると社員全体の士気

にかかわるのでそれだけは止めてくれということだった。

　一道は暇なときはいつも部屋に閉じこもって、自分の好きな真空管を使った制作物に没頭して

いた。桜井が登校しなくてもよい時はいつも一緒に楽しい作業と会話に時の経つのも忘れた。そ

の時はよく和美が持っていたＣＤラジカセで懐メロを聞いていた。

　一道は、ずいぶん前に長く使っていたアナログプレーヤーが潰れたが、それでも何時かは新し

いプレーヤーを買って聴こうと思って、懐メロのレコードを小遣いに余裕のある月には買って

いた。ところがいつの間にか、世の中はＣＤの時代に入っていた。近くのどこを探してもアナロ

グレコードなど売っている店はなくなった。それでまったくレコードを聴かない生活が続いてい

たが、結婚して和美がＣＤラジカセを持ってきたので今度は時々、懐メロのＣＤを買って聴くよ



うになった。

「ＣＤラジカセほど懐メロにふさわしくない音を出すものはこの世の中に無いなぁ」

　聴きながら彼は何度も愚痴をこぼした。不思議と、アナログレコードやアナログのマスターテ

ープからＣＤに録音されたものは、まだ聞くに耐えられた。しかし、初めからデジタル録音され

たＣＤは、音楽を奏でるための音とは思えなかった。

「これは人間が演奏する楽器や声帯から出てくる音ではない。コンデンサーとコイルによって発

信させられる電子音のようなものだ。もう少し、人間の音楽らしい音にできないのだろうか」

「そうですか。僕はもともとレコードといえばＣＤの音しか聴いていませんから、これが当たり

前になっていますけれど、デジタル化は本来、連続している音楽信号をズタズタに切り裂いて録

音していることは事実です」

　桜井が、不満そうな一道の顔を面白そうに見ながら言う。

「せめてＣＤの音でも真空管アンプで鳴らそうか」

「やってみましょうか。ちょうど、このＣＤラジカセにはピンジャックのＬＩＮ０ＵＴがついて

いますから簡単です。どのアンプにつなぎますか？」

「やはり高一中二の低周波増幅段につなごう」

　一道はクレームで返品されてきて修理して保管している高一中二とそのスピーカーを持って

きた。それからシャーシーを取り出して、アッテネーターに入力用のシールド線を接続してラジ

カセのＬＩＮ０ＵＴにつなごうとした。

「そうか、出力はステレオだったなあ。それじゃあ、二つの出力を直結してモノラルにしてつな

ごうか。そうしても音はおかしくならないだろうか、桜井君？確か以前、音がこもったようにな

った気がしたが・・・」

　一道は思案顔になる。

「その通りです。実はこれが僕の研究テーマの一つなのです」

　桜井の声に力が入る。

「結論的には、ステレオ録音したものを純粋にモノラルの音に変換させることは不可能です。と

りあえず、実際に聴いてみましょう」

　二人はＣＤの左右の出力を片方ずつ聴いたり、左右を直結して聴いたりした。

「はっきりと違いが分かるな。直結してモノラルにすると間違いなく音がおかしくなる」

　一道はうなずいている。

「そうです。音源を左右に分けて録音し、しかも広がり感を出すために位相をずらせたりします

から、その電気信号を一緒にしますと、お互いの信号に悪影響を及ぼして本来の録音した信号と

は異質なものになってしまうのです」

「ホウ、難儀なことだなあ」

　一道は少し眉根に皺を寄せる。

「簡単に言えば、ステレオ録音した時点で、原音から離れてしまったということです。だって、

例えば、一人のトランペット奏者が一つのトランペットを吹いているのに左右のスピーカーから

二つに分れて音が出てくるのは異様でしょう。音源は一つなのに再生される時は二つになる。実



際にはあり得ない事です。ステレオという方式が採用され始めた時、再生音は原音から離れて、

バーチャル化が始まったのです。だから、この頃の五・一チャンネルだとか言って喧伝している

のは、贋物の宝石を磨いて『よく光ります』と言って売っているのとまったく同じです。一つの

トランペットの音が五、六ケ所から出てきたらそれはもう、お化けです。模造品はいくら磨いて

も贋物です。模造品が本物にかなう訳がありません。いつかは飽きられます。音響製品の歴史も

調べましたが、僕が生まれる前に一時期、四チャンネルステレオといって前方左右＋側方又は後

方左右にスピーカーを設置する方式のものが主流になった時がありました。ところがいつの間に

か廃れていって二チャンネルに戻ってしまいました。この頃の多チャンネル化も同じ歴史を繰り

返すのではないでしょうか」

「なるほど、確かにそうだ」

　一道は今度は納得顔になる。

「映像に『実像と虚像』という概念がありますが、音にも『実音と虚音』があります。言葉とし

て『実像と虚像』という言葉は一般的によく聞きますが『実音と虚音』という言葉はあまり耳に

しないと思います。虚音の概念規定も虚像に比べればはるかにあいまいです。実音をマイクで拾

って電気信号に変換した時点で虚音化したと考える人からバーチャル化した音が作り出す実際に

は存在しない音源のことを指したりと様々で、どの概念もまだ市民権を得ているとは言えません

。要するに音に関しての研究は映像よりも遅れていると言うことです。というよりも、ほとんど

の研究者が壁にぶち当たり、それを突破することができずにだらしなく、諦めているというのが

現状です。その典型は、オーディオ機器は原音に近づけるのではなくどれだけ原音らしく再生で

きるかにある、などという類です。これなんかは苦し紛れに評価軸さえ見失っています。だから

僕は理論構築をしたいのです」

　桜井の舌は滑らかに回りだしたが、一道の目はまぶたが重くなり焦点が定まらなくなった。

「そんなものかなあ」

「そうなんです。何が虚音なのかも分かっていないのです。ですから、よく音質の批評文の中

で『解像度・定位感・分離感』などという言葉を使って音の評価を書く人がいますが、もともと

虚音なのですから、それに対してこれらの言葉を使ってもまったく意味がありません。意味がな

いということさえ理解できていないのです。また、実際の演奏に行って、その後すぐに同じ演奏

のＣＤを目をつむって聴くと実演と区別がつかなかった、などと表現して機器の優秀さを宣伝す

る人もいますが、これなどは、実音と虚音の区別さえ聞き分けられない低レベルの耳の持ち主な

ので・・・」

　桜井の話はどこまで行くか分からないくらい続きそうだ。

「桜井君は日ごろはおとなしくて優しい性格なのに、音質に関してはきつい事を言うなあ」

　一道はブレーキをかけるように言う。

「ええ、僕は様々な音質についての宣伝文や評論文などを読んで、憤慨しているのです。確立さ

れた客観的な理論に裏づけされて書いているものは皆無なのです。信念なき『感想文』は煙のよ

うなものです。それを参考にして製品を買わされる消費者はたまったものではありません。音響

関係に携わる専門家や研究者にはほんとうに、どの製品の音はどの程度良いのか、明確な説得力



のある評価基準を提示する責任と使命があるのではないでしょうか」

「それはその通りだが、やはりステレオで録音しているものはステレオで再生しないとダメとい

うことか」

　現実の話に戻すように一道が言う。

「そうですねえ。ステレオ録音の歴史と背景を調べましたが、音質重視の結果ではなくして、商

業ペースに乗せられた結果といえます。消費者に、モノラルは古く音質も劣る、ステレオは新し

く音質も良い、と宣伝により先入観ができ上がった時、どちらを買うかといえばステレオのもの

を買うに決まっています。ところが実際には、よりバーチャル化されたものに購買意欲を増させ

ていることになります。本来、音の定位というものは脳が判断するものであって、始めから左右

の音に分けて定位感を作るものではありません。一つの音源が左右の耳から入ってきて聴神経を

通り、脳幹の上オリーブ核まで達して、そこで情報処理されて音源の位置が判断できるのです。

こうして認識されるのが原音なのです。ですから、一つのトランペットの音を一つのスピーカー

から鳴らせば脳はその音の位置を的確に判断して、より原音に近い形で聴くことができるわけ

です。音源が複数になっても原音はモノラルの集合体なのです。結局、ステレオ方式は根本的に

Ｈｉｇｈ Ｆｉｄｅｌｉｔｙとは異質な方向であったということです」
　今度は一道の目がうつろになってくる。桜井がそれに気がついた。

「・・・すみません、つい研究テーマが出たものですから夢中になってしゃべってしまいました

。やはりステレオアンプにしなければならないということです」

「それじゃあ、新しくステレオアンプを作ろう。高一中二を二台も並べるとかさばるからなあ」

「そうしましょう」

　二人の目が現実に戻った。

 
　　　　　　　　　　　　（二十九）

 
「気に入っている音のする高一中二の低周波増幅段を基本にするか」

　一道は現実に直結した話になると声に力が入る。

「そうですねぇ、６ＺＰ１のパラシングルはほんとうにいい音がします。高一中二の電源部は余

裕過ぎるほどの容量を持たせて作りましたから、そのまま二台分に供給してもまだ余裕があり

ます。もちろんＢ電源も両波整流の８０Ｋをパラで使っていますから、ステレオにしても充分過

ぎます」

　桜井は様々な部品の規格を記憶しているので直ぐに回路図が頭の中に浮かぶようだった。

「それだったら簡単だ。高一中二の高周波部分を取り外して、そこに６ＺＰ１のパラシングルを

もう一つ載せればよい・・・だが、あまりにも簡単すぎるなあ」

　一道が腕組みをする。

「それでしたら、Ｂ電源を８０Ｋの整流から左右に分離させて独立電源にしましょうか。シング

ルアンプはＡ級動作ですから常時かなりの電流が流れていて、そこに大きな音声信号が入ると大

きな電流が流れることになり、大なり小なり電圧低下が起こります。両チャンネルとも同じＢ電



源を使うと片チャンネルの電圧降下の悪影響を他のチャンネルがまともに受けることになります

。その影響を低減させることとチャンネルセパレーションをよくすることにもなりますので、も

う一個チョークトランスを増やしてＢ電源の強化をしてみませんか」

「よし、そうしよう。音の良くなることであれば何でもやってみよう。ついでに、業者に言って

オリエントの電磁鋼板を見本として持って来させよう。それでＯＰＴのコアを打ち抜くよ。タダ

なら社長も文句はあるまい」

　二人の話は次々と決まっていく。

　無料にさせたオリエントコアの材料の納品が遅れたので、アンプの完成には一週間ほどかか

った。シャーシー上の配置は後方中央に電源トランス、その左右に出力トランスを置く。

　次に、シャーシーの中央には二個のチョークトランス、その左右にブロックコンデンサー、さ

らに外側に８０Ｋの整流管を配置する。前方には６ＺＤＨ３Ａと６ＺＰ１を計八個並べる。完成

したものを一道と桜井はしばらく満足げに眺めた。

「三津田さんに似てますね。頑丈で誠実にできています」

　桜井が面白そうに言う。

　高一中二と同じように６ＺＤＨ３ＡのカソードにＮＦＢが掛けられるようにしていたが、ＯＰ

Ｔのコアをオリエントに変えているので、どの程度の量にするかは試聴しながら決めることに

する。

　後面開放型になった高一中二用のスピーカーを二個つけた。それからＣＤラジカセのラインア

ウトから入力をとってつないだ。今度はステレオ入力になった。　　　

　いよいよ、ナツメロＣＤをかけてアンプの電源スイッチを入れる。この瞬間は何度体験しても

心がおののき、奇跡に直面するような気分にさえなる。真空管がほの明るくなるにつれて、スピ

ーカーから曲が流れてくる。

「ああ、実にいい音だ」

「特に、人の声の再生はすばらしいですねえ。まるで、スピーカーの裏に歌手が居るみたいです

ねえ」

　二人とも感動の声を上げる。目の前で歌手と対峙して発している声を聴いている気持ちにさせ

られる表現力があった。

　６ＺＰ１アンプは人間の声を再生すると絶品だった。人間の声の響きに載せられる感情の微妙

な違いまでも明確に表現した。その声を聞いていると歌手の性格までもわかるような気がした。

「やはり、ラジカセや結婚式場の音とは違って、真空管は本当に人間らしい音がするなぁ。この

音は間違いなく人間の声だ、人間が弾いている楽器の音だ。これだったらＮＦＢの必要は無

いなぁ」

「出力トランスの材料と作りが良かったんだと思います。ＮＦＢは音質を改善するいいアイデア

ですが、原音の信号に手を加えることに違いはありません。出力トランスが性質のよいものの場

合はＮＦＢをかけると逆に高音部分がこもってしまうような傾向になる場合があります。このア

ンプは今の音がいちばん素直で良いと思います。すばらしいですよ。この音に太刀打ちできるメ

ーカー製の半導体アンプはないでしょう。もしあるというなら、そのアンプを持って来て、スピ



ーカーとプレーヤーはこのままにして同じ音量で聴き比べれば一目瞭然です」

「桜井君は嬉しいことを言ってくれるなあ。トランジスタと真空管と、どちらの方が音が良い

のか、これではっきりしたな」

　二人は意気投合して大きな声になる。

「それはそうです。僕の研究テーマとは少し外れますが、三津田さんの影響を受けて、半導体と

真空管とどちらの音が良いのか調べました。その結果、実に単純で明快な答えを得ました。誰が

考えても真空管の方が音が良いことは自然の道理なのです」

「ホーッ、そんなにはっきりしているのかい？」

　一道は意外そうな顔をする。

「ええ、ごく単純に考えても、半導体は字ごとく半分導体なわけです。物質の中を信号が通るわ

けです。そうすれば、当然、信号はその物質の原子や分子レベルでさまざまな影響を受けるのは

当然です。原音が変化してきます。例えば、スピーカーコードの材質によって音が変わると言っ

て大騒ぎをしている人がいるのを見てもその影響が無視できないことが分かります。実際には家

庭で使用する長さや電流量ではスピーカーコードの材質の違いは聴感上まったくないので

すが・・・ここで不思議なことがあります。それほど信号の流れる材質が音質劣化に関連がある

と神経を使っている人がなんと、まったく気にせずに半導体アンプを使っているということです

。半導体は物質の中を電気信号が通ることによって宿命的に音質劣化から逃れられないと言うこ

とに思いが至らないのです」

「なるほど、桜井君の言うことには納得させられるな。将来、学校の先生になったら、分かりや

すい授業で子供の人気が出るよ」

　一道は何度もうなずいている。

「それに対して真空管は、信号が通るところは字のごとく真空なのです。真空中では導体が真空

なのですから流れる信号に悪影響を与えるようなは全くないのです」

「そうだ、何も無いんだから音が悪くなることもないな。やはり真空管の方が優れている」

　一道は得意そうな顔になる。

「真空とはいったい何なのか、色々調べて一応、結論らしきものを出しました。普通に真空とい

えば字のごとく『真の』と言うことですが、現実には絶対的真空というものはこの世に存在しま

せん。『が』と言えば認識できる対象としてした訳ですから『真空』ではないのです。把握でき

ないからこそ『真空』なのであって把握された瞬間にそれは『真空』ではなくなります。有無の

概念を越えたといえます。そうするとこの宇宙に『真空』の概念で捉えられる存在は皆無といえ

ます。ですから『真空』というのは人間が言葉で創造した自然界に存在しない空間のことになり

ます。もし、あるとすれば『我思う故に我あり』の世界です」

「ウーン・・・？」

　一道は腕組みをして首を曲げる。

「としますと、真空管の真空も半導体に比べれば『何も無い』といえますが、実際には様々なが

飛び交っています。高度な真空とはいえ、窒素や酸素の分子はいくらでも残っています。もちろ

ん電磁波・光も通過します。そのほか未知の宇宙線や素粒子なども入り乱れているでしょう。そ



のうえで、本来の働きである電子の移動がなされます。このことは真空にはそれらのものを通過

させる媒質が存在するからこそできることを証明しています。実はこれが宇宙の、真空の本質で

した」

「ホォー・・・」

　一道の目がショボショボしてくる。反対に桜井の目は生き生きしいている。

「この宇宙はほとんど全て真空からできています。もしも宇宙を潰して地球のような固形物だけ

を取り出したとしたら、それは宇宙の真空に比べれば無限に少ない分量でしかないのです。別な

言い方をすれば、真空の中に宇宙の働きの全てが備わっているということです。星々や巨大な島

宇宙を生々滅々させるエネルギーと法則性を包含している真空は宇宙の根源であると言えます。

真空管はその宇宙の根源のエネルギーと法則性を働かせたものです。真空管を見ると、太陽が輝

き無限に放射される種々のエネルギー線、その恩恵を受ける惑星、この構図とそっくりではない

ですか。真空管は宇宙の本来の働きを小さく封じ込めたものにほかなりません。だから後にも先

にも越えることのできないない最高の能動素子なのです」

「やれやれ、やっと結論に到着したなあ。それにしても、いい結論だ」

　一道は目をこすっている。

「すみません。また、調子に乗ってしまって。でも、それくらい真空管は良いということです」

「ほんとだ。何よりもこの音を聴けば、確かに宇宙から聞こえてくるような気がする。ハッハ

ッハッ・・・」

　二人は暖かな真空管のヒーターを見ながらいつまでも話し合っていた。一道は鯆越から帰阪し

て忘れかけていた、少年のころの幸せな心の感覚がまた体によみがえってくるのを感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　（三十）

 
「新婚がこんなところに住んでいたのでは夢も希望もないだろう。私がこの近くで良いマンショ

ンを探してやったので、購入しなさい」

　こう言って神津が真新しいマンションのパンフレットを一道と和美の前で開いて見せた。二人

はそのパンフレットを見ると、まるで夢のような生活空間に思えた。そして、値段を見て驚いた

。一道夫婦で稼いで買おうと思えば四、五十年かかるように思える。

「どうだ、すばらしいだろう。買う方がいいぞ」

「いいのは分かっている。だが、結婚式に金を使ってしまって一銭もない。こんな高いものを買

えるわけがないだろう」

　一道が不満そうに口を曲げる。

「いや、大丈夫だ。今は半年ごとに不動産の値段は上がっている。だから到底、払えないような

金額だったとしても今無理をしてでも購入しておくと二、三年すれば、驚くほど値上げをして、

それを売れば次の物件が買えるようになるんだ。だから今は銀行が金を貸してさえくれれば不動

産を買っておけば、いくらでも金持ちになれるぞ」

　神津はいかに良い話だというような顔つきをしている。



「頭金も無い」

　一道が、つっけんどんに言う。

「心配するな。頭金ぐらい私が出してあげる。と言っても二人の月々の給料から分割で返しても

らうがね。残りの代金は私の知り合いの銀行マンに頼めば、すぐにローンを組んでくれるよ。今

、不動産が買える状態にあるのに買わない者は愚かだ。みすみす目の前にある、取ってください

と置いてある宝物に手をつけないのと同じだ。二、三日考えてみなさい。だけど、今、勇気を出

して買っておかないと、一生涯、持ち家などできないよ。これから不動産は手がつけられないほ

ど値上がりしていく。私は目いっぱい融資を受けて不動産をかなり買い込んでいる。その値上が

りの金額は、この工場で汗水垂らして稼ぐ金額を超えているんだから驚きだ」

　神津の話は丸呑みにするといつもよいことはなかった。一道は今度のマンションの話もその類

だろうとは思ったが、夢にも思っていなかったことが現実にできるのは捨てがたい魅力だった。

　和美は先を見通した金の計算などにはうとかったが、パンフレットを見て夢見心地になって

いる。一道は結婚する前は無表情に見えた和美の顔も、一緒に暮らすようになってからは、無表

情な中にも感情の動きをよく読めるようになってきている。

　彼は、パンフレットを一見、呆然として見ている和美の姿のなかに、マンション生活へのあこ

がれを感じ取った。なによりも、和美が妊娠していることが先日分かったので、乳児を育てるた

めには、工場では環境が良くないと思っていところだった。それで、思い切って買うことを決

めた。

　下見などもして数日後に神津に買うことを伝えた。

　神津は驚くほどすばやく段取りをした。それで、一ヵ月ほどして不動産屋が一道にマンション

のキーを手渡しに来た。その時、社員が、

「この度は大変にありがとうございました。ぜひともどなたかお友達でマンションを購入希望の

方を紹介してください。成約になりましたら、十分にお礼をさせていただきますから、よろしく

お願いします」と頭を下げた。この言葉を聞いてい一道はハッと気がついた。神津がマンション

を購入することを勧めたのは礼金が欲しかったからに違いないと思った。

「やっぱりなぁ。金持ちは金に汚い。腐るほど金を儲けておきながらまだ銭が欲しいのか」

　一道は舌打ちをした。

　マンション生活は快適だった。十階建の九階で、見晴らしもよい。二人の、生まれてからこれ

までの住環境からすればほとんど夢のようなものだった。この辺りは古い文化住宅やアパート

が次々に取り壊されて、ビルやマンションの建設ラッシュのようになっている。

　一年ほど離れて戻ってみると建物がすっかり変わってしまって道に迷うというのは大げさな表

現ではない。ただ、線路沿いの建物だけは騒音と振動のため売買があまり無かった。最近ではカ

ミツ工業の本社と工場が新しく建てられたくらいだった。

　一道の住居は一度にレベルアップしたが、ローンの返済額も夫婦で稼いでなんとか支払いがで

きるくらいの高額になった。それは生活費をこれ以上削れないというくらい削らなければならな

いものだった。しかし確かに神津が言うように、不動産の値上がりは激しい状態で四、五年我慢

しておれば、今のマンションを売ると小さなマンションであれば、ほとんど借金なしに買うこと



ができる可能性は十分にあった。

　一道のマンションは工場から歩いて十分ほどだったので、桜井は工場の部屋にそのまま居たが

、夕食は今までのように一道のマンションまでやって来て和美の料理をおいしそうに食べた。

また、登校しなくてよい時は昼食の弁当も一道の分と一緒に和美が作った。

　和美のお腹の胎児は快適な生活に合わすように順調に育っていった。



（三十一〜三十五）

（三十一）

 
　工場では高一ラジオ《望郷》の製造は順調だった。杉山真空管の《新望郷》は真空管の供給が

できなくなったので製造を中止した。高一中二ラジオ《望郷Ⅱ》は一道が帰ってきてからクレー

ムのついたところを改良してからは順調な製造が続けられるようになった。

　二台とも時代の流れに逆行するようなラジオだったが月々の注文は確実に増えていた。工場内

は従業員がせわしく動いて活気を呈していた。逆に一道と桜井は製造が順調であればあるほど

暇だった。桜井は大学院二年になったが、それほど学校には行く必要がないようで、工場にいる

ことが多かった。

「特に講義を受けに行かなければならないということはありません。教材を見れば講義の内容は

十分に理解できます。大学は教えてもらうところではなくて自分で勉強することの方を大切にす

るところですから」

　桜井は頭の良い学生だった。というよりも探求心の強い学生だった。

　分からないことがあると、納得ができるまでとことん追求する。また解けない計算式があると

時間がいくらかかろうが、解けるまで計算をし続ける。それらを苦痛ではなくして趣味のように

楽しみながらやっている。だから講義にはあまり顔を出さなかったが、優秀な成績で単位は習得

していた。

　桜井にとって何よりも楽しいのは一道と真空管談義をやって、そこからさまざまな回路図を考

えて実際に製作する事だった。この頃は二人にとっては暇な時間が多かったので、いつも二人で

回路図を書いたり、いろいろと試作機などを製作していた。

　一道がマンションを購入して、工場の一道の部屋から家具や所帯道具などはマンションに移動

したので、広々とした部屋に多くの部品や道具や製作物を置くことができた。

　６ＺＰ１パラシングルアンプは予想を超えた快い音を出した。一日中聞いていても全く耳が疲

れないし、音量を最大にしてもうるさく感じることはなかった。

「せっかく良いアンプなのだから、スピーカーを改良しようか」

　一道が高一中二に使っているスピーカーを見ながら言った。

「初めは密閉型で作っていたのに、いつの間にか裏ブタに安物の穴の開いたボードを張っただけ

の開放型にしている。それに板の材質も薄っぺらな継ぎ板にしている。どうせ社長か米沢が儲け

を多くするために変えたのだろう。こんなので良い音がするわけがない」

　一道は憎々しげな顔になった。

「そうです、この大きさのスピーカーボックスで、後面開放型にするとちょうどいちばんよく使

う中音当たりが前方に出る音と干渉し合って、その部分の音が不自然になってしまいます」

「やはりボックスは密閉型に限るだろう？」

「はい、さまざまな形式のボックスがありますが、密閉型が最も自然な音になります。後面から

出てくる音が消されてしまいますから、その音のエネルギーは無駄になりますが、前面の音に悪



影響を及ぼしません。密閉型以外は多かれ少なかれ、また良くも悪くも前面に出てくる音に影響

を与えます。ただ、低音になると容量の少ないボックスでは空気圧の高低差が大きくなります

ので、少しコーン紙の動きが制動されます。それでも、低音が少々出にくいかなあ、という程度

の影響です」

「ヨーシ、やはり密閉型にしょう」

　一道は６ＺＰ１アンプにつないでいたスピーカーを取り外した。

「それにしても桜井君のおじいちゃんは優れた職人だな。この安く作らされたスピーカーを見

ても、一分の隙もないものなあ」

「えぇ、爺ちゃんは若いころからずっと木製品を作っていますから、何をつくらせても非常にう

まく作ります」

「今度はこのスピーカーに合うような容量の大きい密閉ボックスの製作を頼んでおこう。そして

裏蓋もしっかりしたものを作ってもらうように連絡しておこう。とりあえずこのスピーカーボッ

クスをその辺にある丈夫な板で側面を補強して、そして裏蓋も作ろう」

　一道は工場に降りて行って厚めの板を見つけてきた。それをスピーカーの上下左右の面に貼り

付けられるように適当な大きさに切る。そしてたっぷりとボンドをつけてそれぞれの面に貼り付

ける。

「桜井君、要らない毛布はないかな？」

「えぇ、古いのならあります」

　桜井は自分の部屋から不要な毛布を持ってきた。一道はそれをスピーカーボックスの内側に張

り付けられるような大きさに切って、接着剤とＵ字のステップル釘で丁寧に板に固定していく。

それから空気が漏れないように十分にボンドをつけて、側板と同じように補強した裏蓋を取り

付け、ねじクギで絞め付ける。同じようにもう一台も補強する。

「これで、一日置いておこうか。そうすれば、しっかりとくっ付くだろう」

　翌日、ボンドが固まっているのを確認してからスピーカーをアンプにつないで音を出してみた

。

「あぁ、良い音がするなあ。前の音とは全然違う。ただ単にボックスを二重にしただけの違いと

は思えないほどだ」

「本当ですね。とても同じスピーカーユニットから出てきている音とは思えません。やはり、

スピーカーの音はボックスで決まりますねぇ」

　一道も桜井も出てくる音に聞きほれていた。

　そこへ、急に米沢が入ってきた。米沢は一道から工場長という役職を引き継いでいたが、電気

や機械のことは全く分かっていなかった。ただ、どうすれば儲かるかということについてだけは

異常に鋭く感が働く。時々、製造ラインに不具合も無いのに一道や桜井の部屋にやってくるのは

、二人がまた、金儲けになる物を作っているのではないかということをさぐりに来るためだった

。

「ホーッ、良い音だね。こんな音は最近聞いたことがないですねぇ」

　米沢は６ＺＰ１アンプに顔を近づけるようにして聞入る。



「それはそうだ。このアンプのように余裕のある贅沢な作り方をしたアンプなど今ごろの時代に

あるわけがない。だいいち、６ＺＰ１の真空管アンプなど、どこを捜してもないだろう」

　一道は不機嫌そうに答える。

「それにしても、真空管がこんな良い音がするとは思わなかった。これはひょっとしたらいい製

品になるかもしれないぞ。すぐに社長を呼ぼう」

　米沢は黒い眉毛を盛んに動かしている。彼が眉毛を動かすときは、いつも金もうけのにおいが

するときだ。米沢は携帯電話を取り出して神津に来るように連絡をした。神津は自宅の方にい

たが、急いでやってきた。神津も金もうけの話となると行動が早い。

　二人とも６ＺＰ１アンプの音を聞いているうちに顔がほころんできた。

「これはいい。こんな良い音がすれば、必ず売れる。三台目のヒット商品になる。真空管ＣＤコ

ンポの新製品の誕生だ。一道君、すぐに製品化してくれよ。しっかり頼むよ」

　神津が意気込んで言う。

「こんな物、売れるわけがないだろう。今時、出力が三ワット弱で、こんなにかさばって重たい

アンプをだれが買うというんだ」

　一道はあきれ顔になった。

「いえ、大丈夫ですよ。宣伝する時に、弱点になる事には触れなければいいのです。何ワットで

あろうが、そんなことは普通の人には関係ないですよ」

　米沢は自信ありげに言う。

「いや、そんなことはできない。嘘をついて物を売るのは詐欺だ」

「そんなに意固地にならずに、技術主任さんなのだから会社のために新製品開発にしっかり取り

組んでくださいよ。刑事事件でも、自分に都合の悪いことは言わなくてもよいという黙秘権とい

う権利は認められているのですよ。気難しいことを言わずにお願いしますよ」

　米沢はますます、まゆ毛を動かしながら言う。

「それにしても、安くて高性能なセットコンポがいろいろなメーカーからいくらでも出ている。

今時、こんな商品が売れるわけはない」

　一道はぶ然としている。

「いや、そんなことはないよ、一道君。今の時代は、価格は高くても本物の高級品を求める人が

非常に多いんだ。こんな本格的な音のするコンポであれば、欲しい人はたくさんいると思うよ」

　神津も自信ありげだ。

「そのためには、スピーカーがよくない。表から見えない裏蓋をこんなに丈夫な木で立派にする

ことはない。それより、三ウエイにしておくれ。高級コンポで宣伝するのに、スピーカーが一個

では貧弱すぎるよ、ねぇ、米沢さん」

　神津は米沢の方を見た。

「そうです。その通りです。高級システムコンポなら、三ウエイでなければ宣伝できません。必

ず三ウエイにしてくださいよ、三津田さん」

「それは絶対に俺が許さない。宣伝のためだけに三ウエイにしようと思えば簡単なものだ。何百

円くらいのスコーカーとツイーターを取り付けて何十円くらいのコンデンサーで接続すればで



きる。だが、スピーカーは音がいいのはフルレンジに決まっているのだ。三ウエイなどにしたら

、わざわざ音を悪くしているのと同じだ。ダメだ」

　一道が大きな声で言う。

「一道君、また、そんな意固地なことを言って。千円くらいで三ウエイにできるというのは素晴

らしい商品企画じゃないか。それによってどれほど商品価値が上がり、宣伝効果が出てくるか知

れないよ。頼むから三ウエイにしておくれ」

　神津はまるで拝むようにしている。

「いや、絶対にできない。もしもどうしてもそうせよと言うのであれば、今すぐこのアンプを全

部潰す、そうだろう、桜井君」

「そうです。三ウエイにすれば音の信号をコンデンサーやコイルに通さなければいけません。

当然、それらは音質を劣化させたり、位相をずらせるものですから、歪みの原因になります。何

よりもひとつの音を三つの、位置がずれたボイスコイルから発生させますから、位相のずれや音

の干渉は必ず生じます。これらは理論上明らかなことです」

　桜井が一道の援護射撃をする。

　神津も米沢も困った顔をしてしばらく、なんだかんだと愚痴を言っていた。

「それでは、好きなようにしてくれたらいいが、せめて、外観上、スピーカーとアンプの高さは

、アンプの上にＦＭ・ＡＭチューナ、ＣＤプレーヤー、ＭＤデッキ、カセットデッキを置いた状

態で同じ高さになるようにしておくれよ。この四つともオプションにするからアンプはそれだけ

でケースに収めるようにしてくれればよい。それから・・・チューナーは、真空管式のものはか

さばってセットにするのは無理だから、普通の半導体のユニットを使うよ」

神津は一道が聞き入れそうにないので、機嫌をとるように頼んだ。そして、一道の様子を伺うよ

うに顔を見る。半導体式のチューナーに文句を言うかもしれないと思ったからだ。

「そのくらいならできる」

　一道は不機嫌そうに言った。確かに６ＺＰ１アンプに真空管のチューナーを乗せるのは大きす

ぎて使い勝手が悪くなるように思える。神津は安心した。

「一道君、概略はこんなものだから、近日中に古市の松次郎さんのところまで行って、寸法など

の打ち合わせをしてきておくれ。わが社にも三台目のヒット商品ができるねえ」

　神津は興奮気味に言う。

「新製品が成功すれば、一道君にも桜井君にも一緒にポンと特大ボーナスを出しますから頼みま

すよ。それに日ごろは、何も仕事をしていないのに二人にはいい手当てを出していますからねぇ

」

　神津は終りは意地悪そうに言った。一道が目をつり上げて噛みつこうとすると、米沢と一緒に

そそくさと工場の方へ降りて行った。

　何時ものことだったが、一道は神津や米沢に対して愚痴と文句を言って一応反論するが結局、

言いなりになってしまう。今回、なんとか抵抗できたのはスピーカーをフルレンジ一本の一ウエ

イにすることだけだった。

 



　　　　　　　　　　　　(三十二)
 
　松次郎の家に行くため、６ＺＰ１パラシングルアンプを車に乗せて、一道と桜井は工場の始業

時間の前に早めに出発した。

　６ＺＰ１アンプやチューナーなどのケースの大きさを打ち合わせるためだった。松次郎は簡単

な手書きの図面をファクスするだけで完璧な品物を作れたが、一道と桜井は時々は松次郎夫婦に

会いに行くのが楽しみだった。

　中国道に入るまでは車が少しを込み合ったが、高速に入ると順調に進んだ。一時間ほど走って

中国道を出た。そこから松次郎の家まで車を山あいに沿って走らせる。この場所に来るといつも

季節をみずみずしく感じる。古川橋では季節の変化を悦びを伴って感じられることはない。

「やはり自然の中がいいな。本来、人間は自然の中で生きてきた動物なんだから」

「そうですけどね、田舎に住むと不便ですよ。僕なんかは今住んでいるところが便利で気に入っ

ています」

「年を取ると田舎に帰りたくなるよ」

　今は初夏の季節で、山肌には常緑樹の濃い緑の中に、新しく出た薄緑の葉が山肌に雲ような模

様を描いている。その模様の輪郭はぼんやりして夢見心地のようなのんびりとした情景に心が

和む。

県道からそれて杉林を通る細い道を松次郎の家の方へ上って行くと、新しい大きな工場らしい建

物が目に入った。すべて立派な木材で作られている。今までの工場の横に隣接するように建てら

れている。その前を通り越すとすぐに松次郎の家だった。

「ジジイ、ババア、居るか？」

　桜井はいつもの調子で玄関に入っていった。

「オー、マコトちゃん、無事に来たかい。待っていたぞ」

　松次郎夫婦は元気そうな顔ほころばせた。

「さあ、上がれあがれ」

　この日は松次郎の家へ行くことを事前に連絡していたので、ちゃぶ台の上には食べるものがい

ろいろと並べられている。いつものように全部地元で取れるものを材料にしたもので、新鮮な良

い香りがする。一道は車から持ってきたアンプを縁側においてちゃぶ台の前に座った。

「この季節なら、まだ暖かいほうがいいだろう。田舎のことで口に合わないかもしれないがどれ

でも食べてくださいよ」

　マサ子がすぐに温かいお茶を持ってきてくれた。

　二人ともよく食べた。サツマイモを細く切って油で揚げたものに芋飴をつけたものなどは、砂

糖の甘さとは違った絶品の味だった。また特産の黒豆の甘煮も食べ出すといつまでも止められ

ない。そして米を高温高圧で圧縮し、急に減圧して作ったポンポン菓子に水飴を混ぜて小さいお

にぎりほどの大きさに固めたものなどはいくら食べても腹に残らないような気がする。

「隣の工場は新しく建てたのですか？」

　一道がおやつを食べながら尋ねた。



「そうだ。だんだんと製造量が増えていって、前の工場だけではとても間に合わなくなって、大

きい工場を建てたのじゃ。材料はすべてこの辺の不要な間伐材などで作っているから、ほとんど

作業代だけでできあがっているのじゃ」

　松次郎はいつもの変わらぬ笑顔でのどかに話す。目にかぶさってくるように見える長い眉毛に

少し白髪が増えたように一道には思える。

「仕事が増えたものだから、昔の仲間も呼び集めて、大勢でやっているよ。この辺ではちょっと

した地場産業のようになってきている。それはありがたいことじゃが、やはり金もうけだから、

速く作れ、安く作れと米沢さんが言ってくるんじゃ」

　松次郎は少し困ったように言った。

「そんなに、米沢の言う事を聞くことはないです。松次郎さんの納得のいく仕事をしてください

」

　一道は気の毒に思えると同時に自分も関わっているので申し訳ない気もした。

「マコトちゃんは、もうそろそろ大学を卒業かね？」

　マサ子が急に思いついたように尋ねた。

「修士課程が来年の三月で終わるよ。博士課程は僕の好きなコースがないのでもう卒業するつも

りだ。だから、そろそろ就職活動を始めなければならない時期なんだ」

「マコトちゃんは小さい頃から頭がよかったからねぇ」

　マサ子は頼もしそうに孫を見ている。一道には大学のことはよくわからなかったが、桜井が卒

業すると当然、工場を出るだろうから寂しくなると思った。

「今は世の中の景気がいいから、就職先はたくさんあるだろう」

　松次郎も孫に目を細めている。

「特に理系の就職先はたくさんあるけど・・・今のままカミツ工業で仕事をするのが一番楽しい

かなあ、とも思っているよ」

「それはダメだ。社長は桜井君を喉から手が出るほど欲しがっているだろうけど、桜井君みたい

な大学に六年も行って勉強した人間が、カミツ工業のようなちっぽけな会社で勤めたのでは将来

がない。大きな会社に入る方がいいよ」

　一道が武骨な手を顔の前で左右に振りながら言った。

「でも、真空管を扱うことは、本当に楽しいです。それに、三津田さんと一緒に仕事ができるの

が一番いいですねぇ」

「だめだめ、俺と一緒に仕事したって何のいいこともない。会社が嫌なら親御さんみたいに学校

の先生にもいくらでもなれるじゃないか。それの方が、はるかに生活が安定している」

　一道はむきにさえなっている。

「でも、仕事は楽しい方がいいですね。やはり今の工場で仕事しますよ」

　桜井は当たり前のように言った。この時に進路を決めたというよりも以前から腹は決まってい

た様子だった。一道は桜井のような優秀な学生は、小さなカミツ工業に就職するものではない

と思っていたので、内心は非常にうれしかった。一方で桜井の将来のことを考えると残念でしか

たがない気持ちもした。



　一休みしてから、６ＺＰ１パラシングルアンプのキャビネットの大きさや形状などを決めた。

アンプはこれまでの《望郷》と同じように前面を耐熱ガラスの窓にして真空管が見えるようにし

、放熱のための隙間も作ることにする。スピーカーボックスは先日、図面をファックスしていた

ものが完成していた。見事な一枚板を使った白木の木目も新鮮な密閉型だった。林の中のような

木の香りが漂っている。

「こんな品物ばかりを作らせてくれたら嬉しいのだが、金儲けにはならんらしい」

　松次郎が苦笑しながら言った。

　ボックスは十六センチのフルレンジを駆動させる空間としては充分過ぎるほどの容量がある。

ユニットの能力を伸び伸びと発揮できると思える。アンプと並べると神津が要求していた四つの

オプションのキャビネットを縦と横に二個ずつ上に載せて同じ高さにするのにちょうどよい大き

さになっている。

　この頃のチューナーやＣＤデッキなどのユニットは非常に小型化されていて、アンプの上に載

せられる四個のケースであれば大き過ぎるくらいだった。

　昼近くなって二人は昼食をごちそうになった。大阪の食べ物とどこが違うのかは分からないが

、マサ子が料理をする食物はどれも食べれば食べるほど食欲を増させるおいしさがあった。

 
　　　　　　　　　　　（三十三）

 
　食後は一道と桜井は二人で周辺を散策した。途中、少し遠かったが杉山の墓参りにも行くこと

にした。墓は寺の境内の奥にあるということだった。

　寺の山門には幹回り三メートルもあろうかと思える大きなイヌマキの木が左右に立っていて自

然の門構えになっていた。正面に古い本堂があって、その裏に墓所があった。

　たくさんある墓石の中を行き当たりまで歩くと杉山のものは直ぐに分かった。もっとも新しく

見えるものだったからだ。墓石の前で手を合わせていると住職の奥さんらしき婦人が水を入れた

桶とひしゃくを持って来てくれた。

「どうぞ、お水をあげてください」と言って桶を置き、手を合わせた。一道の頬が引きつった。

「スッ、スミマセン、いくらですか」

　一道はいつもの太い声と違ってかすれた声を出した。婦人は一瞬、何のことか意味が分からな

く目をしばたたいた。桜井も不思議そうに一道を見た。

「・・・マァ－、お金など要りませんよ。檀家の皆さんのお陰で出来ているお寺ですから。ゆっ

くりしていってください」

　婦人はいまにも吹き出しそうな様子で引き返した。一道は自分の拳で自分の頭をゴツンとや

った。

・・・金の亡者のような神津や米沢などと一緒に居ると俺までいつの間にか、金でしかものが見

えなくなったのか

　一道は亡霊を振り払うように頭を大きく振った。桜井は、一道の言動には時々自分の思考の範

囲を超えることがあるのを感じていた。



　二人は墓石に水をかけ、再び手を合わせてから石段に腰を下ろした。よく晴れて風も無く日差

しはまぶしいが、暑く感じるか快く思えるか微妙な気候だ。蝉が騒がしく鳴くにはまだ早く、小

鳥のさえずりが時折聞こえるくらいでそれが静かさをさらに強く感じさせる。目前の墓石の頂き

にシオカラトンボが来て止まった。

「妙に静かだなあ。あの世とこの世の境目のようだ」

　トンボは一道の声には反応せずに動かなかったが、目に見えないほどの虫が傍を飛ぶとパッと

飛び立って捕食する。すぐにまた同じ位置に戻って羽を休める。

「こんな静かさを感じさせる音がいい音なんだろう」

「確かに小鳥の声が快いですねえ。僕の研究テーマそのものです。あのさえずりは、出力はほん

の僅かなワット数です。周波数帯は非常に狭いものです。波形を調べれば鳴く度に微妙に変化し

て正確な規則性がありません。ステレオでも五・一チャンネルでもありません。モノラルです。

それなのに良い音なのです。何百万円もかけた音響システムは出力、周波数特性、歪率、ＳＮ比

など測定される数値は非常に優秀ですが、この小鳥の声には逆立ちしてもかないません」

　桜井は遠く青空を見つめている。

「そうだ。そもそも、大金を出していい音を自慢している奴は心が貧しい。それに本当はいい音

ではないという事に気がついていないのだから滑稽としか言いようがない」

　一道が少々腹立たしそうな声を出す。

「そうなんです。学校でもいつも僕は言っていますが、これほどオーディオ機器が発展したにも

かかわらず、その根本である音質評価理論が構築されていないのです。だから、今、音質レベル

の評価は金額、外形、測定数値、宣伝文句などによってしか判断できないのです。でも、これら

の評価基準は実は、音質の良否を判断する基準だと思い込まされているだけで、本当はまったく

無関係なことさえ多いのです。例えば少しでもオーディオに興味のある人なら誰でも知っている

ことですが、三十五ヘルツ〜三十キロヘルツの周波数特性のスピーカーと六十ヘルツ〜十五キロ

ヘルツのスピーカーとどちがよい音がするかといえば、数値上は言うまでも無く前者ですが、実

際に聴き比べてみると後者の方がよい音がする事がいくらでもあります。このことは他の数値な

どにも当てはまることです。ましてや金額や宣伝文句などは押して知るべしです」

　徐々に桜井の声に熱がこもってくる。

「〝オシテシルベシ〟か。桜井君は理科が得意なのかと思ったら、いろんな言葉も知っている

なあ」

　一道には言葉の意味がよく分からない。

「ええ、父が国語の教師なので小さい頃から年齢に相応しくない言葉も家庭の中で自然に覚えて

いました。それが学校でもよく口から出てきて皆にからかわれたものです」

　桜井は一息つく。

「音については確かにみんな騙されているかもしれないな」

　一道は口をへの字に曲げる。

「そうなんです。音質評価理論に基づく評価基準を持っていないから的確性を欠いた評価軸と

分かっていてもそれにすがりつかざるを得ないのです。この迷妄の根本には音質の評価を芸術や



文学の評価と同じに捉えているところにあります。ピカソの絵は理解できる人が見れば感動し、

優れた価値がありますが、興味の無い人にとってはつまらないポスターと同じです。源氏物語も

古文を解釈できて王朝文学に魅力を感じる人にとっては最高傑作ですが、文学など面倒臭いと思

っている人にとっては何の価値もありません。ということは芸術作品の価値判断はその専門的知

識の優れている人が決定することを意味します。音質についてもこれと同じように考えて、音響

に造詣の深い者にしか評価できないと錯誤しているのです。要するに音質と芸術の違いが全く理

解できていないのです。例えば音質の評価の記述に『何々という曲を聴くと何々の音が見事な存

在感を示す』などと主観的な言葉で書いているのはその最たるものです」

「うーん、なにか、よく分からないなあ」

　一道は腕組みをして目をしばたたかせ始める。

「本来、音は音そのものに価値があるのです。だって今、この墓所で聞いている小鳥のさえずり

、また、小川のせせらぎや木々を渡る風の音など、自然の音は芸術として創作されたものではあ

りません。ところが、その音に対して理解があろうが無かろうが人々はほとんど例外なくその音

を聞いて心が和まされるのです。赤ちゃんは母親の心音を聞いて安心して眠るのです。音質は芸

術とは異質なものなのです。ということは、ここがいちばん僕にとって大切なところですが、す

べての音響機器に対して客観的な数値的評価ができるということです。その評価理論が確立でき

れば、これまでのように金額や宣伝文句や測定値に惑わされることがなく、機器の正しい評価が

出来ることになるのです。単純な話が、ＡとＢの機器のどちらが良い音がするかは、例えば1万人
の人にその音を聞いてもらい選択してもらえば自ずと明らかになるのです。その結果は現在の音

質評価の基準とはおそらく無関係になるでしょう」

「結局、６ＺＰ１シングルアンプと二百万円くらいする新製品の半導体アンプとを一万人の人に

聴き比べてもらえば、６ＺＰ１の方が音が良いというのが証明されるという事だな・・・」

　一道の目はまぶたが半分下りている。声も眠そうだ。

「そうです。一般的なユーザーの利用環境を前提に、ほんとうにこの実験を実施すれば事実とな

るでしょう。だから僕は、どうして多数の人が音質がよいと感じるのか、その根拠を学問的に研

究したいのです。そして、現在の音質評価の混乱に答えを出し、製品購入者に不利益にならない

ようにするのが夢なのです。この研究テーマを大学の何人かの教授に訴えましたが誰も評価して

くれませんでした。だからドクターコースに進むのは諦めました」

　桜井の話が途切れた。いつの間にか墓石のトンボもいなくなっていた。

「さあ、それじゃあ、ボチボチ帰ろうか」

　二人は一緒に立ち上がった。

　松次郎の家に着き、帰りの挨拶をすると、

「あんた、あれを三津田さんに見せてあげなければ・・・」とマサ子が隣の部屋の奥の方を指さ

した。

「そうだ。コロッと忘れておった。三津田さんにどうしても見せたいものがあって隣の部屋に置

いているんだ」

　隣の部屋に行って指さす方を見ると、そこには冷蔵庫ほどもあろうかと思える立派な電蓄が置



いていた。

「ホーッ！」

　一道は思わずうなり声を上げる。

「村の代々、庄屋をやっていたおやじさんが、うちの工場が真空管のラジオを作っているという

のを知って、それなら家にある真空管の電蓄が何かの役に立つかもしれないからあげるよ、と言

って持って来てくれたんじゃ」

　電蓄はいかにも堂々として風格がある。製造からずいぶん歳月は立っていると思えるが、キャ

ビネットの作りもしっかりしていてどこにもガタがきているところがない。

「ラジオは今でもよく聞こえるが、レコードはモーターが回らないからだめだ。何かの役に立つ

だろうか」

　松次郎は電蓄をポンポンと叩きながら言う。一道は電蓄を裏向きにして見る。

「やはり、２Ａ３シングルアンプだ。しかもマツダの真空管がさしてある」

一道は目を輝かせた。彼が少年のころはこのような電蓄は、高級なものでとても手で触ることが

できるものではなかった。

「２Ａ３という真空管は、高級電蓄にだけ使っていた高価なものだった。良い音がするに違い

ない」

　電源を入れてラジオを聞いてみる。大型のパーマネントスピーカーから出でくる音は余裕の

ある、時間の経過を感じさせない音だった。

「本当に温かい音ですねぇ。後面解放型のスピーカーボックスになりますけれど、大型なのでこ

れだけゆったりした音になるのだと思います」

　一道も桜井も２Ａ３電蓄の音に非常に引きつけられるもの感じる。

「役に立つのだったら持って帰りなよ」

「エッ、もらっていいんですか」

「どうぞ、持って帰ってください。そのためにお父さんがもらったものなんですから」

　松次郎もマサ子も孫や一道が喜んでいるのを見て満足そうだった。

一道と桜井は電蓄を大事に車の後部座席に運んで、できるだけ振動が伝わらないように置いた。

いつものことだが、たくさんの地元でできた野菜などももらって車に積んで出発した。

 
                       (三十四)
 
　神津と米沢は６ＺＰ１パラシングルアンプの製造ラインの設置に躍起になっていた。工場の広

さには製造ラインを増設するスペースはまだ十分にあった。

　ラインの企画、設計、設置などは専門業者に任せると必ず不具合が多く出てきた。それは高一

中二の製造ラインでよく分かっていた。原因は、業者が真空管製品という慣れないものを扱う

ので、作業内容の細かいところが分からずに組み立てるところにあった。こういう業者を的確に

指導できるのは工場の中では一道と桜井しかいなかった。こんな時だけ神津や米沢は、ペコペコ

と一道の機嫌をとりながら長時間働かせた。



　二人は朝早くから、深夜まで働き詰めで製造ラインを設置していった。急ぐ必要は全くなかっ

たのだが、神津や米沢が少しでも早く発売する方が利益が上がるということで、急がせるのだ

った。

　一道や桜井は働き詰めになるのが苦痛かというと、そうでもなかった。結構、楽しく仕事をし

ていた。二人でそれぞれの製造工程の内容を話し合いながら具体的な作業の内容を決めて、それ

にふさわしい設備を整えていくのは面白く、楽しみなものだった。

　二人は朝だけマンションで食事をとって、あとは少しでも時間の無駄をなくす為、工場で食事

をとるようにしていた。和美が二人分の昼と夜との食事を作って持ってきた。時々、夜の食事を

三人分持ってきて和美も一緒に食事をすることもあった。そんな時には和美は食後から工場の清

掃を始めた。広い工場を全部一人でやるので、終わるのはかなり遅い時間になった。

　６ＺＰ１コンポの製造ラインは三ヵ月ほどかけて完成した。実際に製造を始めるころになると

、松次郎からのキャビネットもストックを抱えるほど十分に供給されるようになってきた。また

、外部へ発注していたオプション類のユニットも、順調に納入されてきた。

　不良品を出さないために作業員は、他のラインで作業に慣れている者を６ＺＰ１に移動させて

、新しく採用した者は既設のラインの方に回した。

　いよいよ、ラインを動かして試験的に製造を始めた。一道や桜井が見守っている中で、ゆっく

りとベルトコンベヤーが動いて、やがて第一号機が完成した。

　いつも、第一号機は良し悪しは別にして記念にとっておいた。一号機に電源を入れて音を出し

てみると、予定通りの音が見事に流れてきた。さらに細かいところまで点検をしたが特に不具合

はなく、製造工程や部品の変更をする必要はなかった。

　その後、本格的な製造を始めた。順調に製品が仕上がっていった。

「さすが、一道君と桜井君だな。こんなにスムーズにラインができあがったことはなかったよ。

一道君が田舎に帰って、居ない間に設置したラインはうまくいかなくてずいぶん苦労したよ。何

千台、不良品を出したか分からない。それ比べたら今度は無駄な金を使わずにすんだ」

　神津が細い体の割には太い声で誉める。

「さすがに、三津田さんと桜井さんはプロフェッショナルですねぇ。プロの仕事以外の何物でも

ないですよ」

　米沢はいつもの誠実さの感じられない口先だけの言葉を並べる。

「そんなことより、６ＺＰ１が完成したら特別ボーナスを出すと言ったのと違うのか？」

　一道は口を少々とがらせながら言った。

「ああ、そうだったなあ。いや、忘れとった。明日にでもちゃんと渡すよ」

　神津は半分とぼけたように答えた。

　６ＺＰ１パラシングルアンプは「心に響く最高音質・真空管コンポ・望郷Ⅲ」という名前をつ

けて売り出した。

　金額は同程度の大きさの半導体コンポの三倍近い値段にしていた。米沢はあちらこちらと得意

な宣伝の手を打っていった。すると反応は早く、次々と注文が入ってくるようになった。

　一道には、こんな高価なものがどうしてこんなに売れるのか、どう考えても理解できなかった



。

《望郷Ⅲ》の製造販売は滑り出しも順調にゆき、音質の良さが口コミで広まったことやマスコミ

で時々取り挙げられたのも追い風となって、その後も着実に販売を伸ばしていった。

　肌寒い風が吹き始めた頃、

「今夜、社長のところへ正式に頼みに行きます」と桜井がすっきりとして言った。

「頼むどころか、社長は頭を下げて、どうかうちの会社に就職してください、と言うよ」

　一道は桜井の将来のことを考えると複雑な気持ちではあったが嬉しかった。

この夜、桜井は一人で社長の自宅へ行き、就職の件を頼んだ。ちょうど米沢も一緒に居た時だ

った。

「とんでもない、こちらから土下座をしてでも工場にいてほしかったのですよ。ねえ、社長」

「それはそうだ、大学院まで出た学生がうちの会社に入社をしてくれたとなれば、鼻が高いよ。

来年の四月から正社員になるけれども、今の段階で、もう、技術部長という役職を与えます。技

術主任の一道君よりも役職は上ですから、給料もそれ以上の金額にしますよ」

　神津は喜んだ。

「いえ、それは絶対に困ります。三津田さんの下にしてください。それに給料も三津田さんより

必ず少なくしてもらわないと困ります。そうしてもらわないと具合いが悪くて、会社におりづら

いですよ」

　桜井は強く言った。

「そうですか。はるかに能力が高い人に、より多くの給料を出してあげるのは当然なのですが、

一道君の手前、おりづらくなったら困るでしょうから、考えることにします。安心してください

」

　神津は相好を崩した。

　桜井が工場に帰ってくると、和美がまだ掃除をしていた。彼女のお腹はずいぶん大きくなって

いた。まもなく臨月を迎えることになっている。高齢出産にもかかわらず心身ともに元気で、陣

痛が来てから病院に行けばいい、と仕事の清掃も続けている。

　桜井は就職の件を和美にも伝えた。和美は無表情ながらもさかんにうなずいて喜んでいた。彼

女は掃除を終えて、マンションに帰ってからすぐにたくさんの食べ物や飲み物を入れた袋を下げ

てまた、工場の部屋へやって来た。

　そこで深夜まで、三人で桜井の就職祝いをした。アルコールには強くない一道が珍しく多くビ

ールを飲んで、何度も目を潤ませていた。桜井が工場に残ってくれることは一道夫婦にとってこ

の上ない喜びだった。

「ちょっと早いが出産祝いもいっしょだ」

　一道は上機嫌だった。

 
　　　　　　　　　　　(三十五)
 
　年明け早々に一道夫婦に赤ん坊が生まれた。元気な女の子だった。一道は病院で初めて我が子



を見た瞬間に、目には見えないが自分との運命的なつながりを実感して幸福感で胸がいっぱい

になった。名前は妻の名前の一字を取って、明美とつけた。

明美が生まれたから一道は、工場で就業時間が終わると直ぐに自宅に帰った。そして明美の面倒

を見ている間に、和美は工場に行って清掃をした。

　明美は子育ての楽な子でほとんど病気もせずにスクスクと育っていった。

　工場では《望郷Ⅲ》や他の製品の製造が順調に進んでいた。そうすると例によって一道と桜井

は暇だった。自由になる時間が出来ると松次郎の家からもらってきた２Ａ３の電蓄が気になって

きた。

「桜井君、今度は２Ａ３のアンプを作ってみようか。そしてあの電蓄を蘇らせてやろうよ」

「ええ、いいですねえ。どんな音がするか楽しみです。２Ａ３はもともと3極管ですから回路は非
常にシンプルにまとめられます。ただ、直熱管ですのでフィラメントがそのままカソードの役割

をします。ですから、フィラメントを交流で点灯すると、どうしてもそのハム音が出てしまい

ます。いろいろな回路を見ますとそれを防ぐためにフィラメントに並列にバランス用のボリュー

ムを入れて、ハム音を低減させる回路になっています」

　桜井もすぐに乗り気になる。彼は一つの真空管の名前を示せば、それに関連するさまざまな情

報が頭の中に入っていた。それもそのはずで、暇な時は種々の真空管の規格や回路を調べるのが

何よりの楽しみだった。

「そのボリュームは、フィラメント電源を直流にしても必要なのかなあ？」

一道がボリューム嫌いであるのは桜井もよく知っている。

「直流にすれば、基本的には要らないのでしょうが、リップルはどうしても残りますからつけて

いた方がいいと思います。実際に製作してみて聴いてみない事にはこういうところは理屈ではわ

かりません。とりあえず、フィラメント用の電源はダイオードで整流しますが、ハムバランサー

もつけて置きましょう。ついでにハム防止のため、前段のヒーターも直流点火にしましょう」

　桜井が手際よく回路図を書く。自己バイアスのシンプルなものだ。

「ドライバー段が６ＳＮ７一本では少し弱いと思いますので、双三極管ですからからパラレル接

続にすれば十分にドライブできると思います。整流回路は６ＺＰ１のものをそのまま使ってもい

いですが、入手が簡単な整流管５Ｕ４Ｇ一本でやりましょう。ちょうど手持ちもありますので」

　桜井の頭の中にはいつでも取り出せる真空管の回路がいっぱいに詰まっているようだ。

「よし、これでいこう。回路は単純であればあるほど音はいいはずだ」

　二人は早速、製作に取り組んだ。

　シャーシー、出力トランス、チョークトランスは６ＺＰ１のものを使えばよい。電源トランス

だけは２Ａ３のヒーター電圧が違うので、少し外観も大きくして新しく作ることにする。

　一道はすぐに電源トランスの製作を始める。手際よく電磁鋼板を打ち抜いて鉄心を作り次に、

コアにホルマル線を巻いていく。慣れたもので一時間ほどで完成する。

「Ｂ電圧は、２Ａ３の規格からすると少し高すぎるが、実際にはこの程度で全く問題は出ないだ

ろう。少々高めで使った方が、力強い音がするからな。少々の誤差などは全く問題にならない。

太っ腹な人間のようだ。こういうところが真空管の良さだなあ。」



　一道は、真空管を語るときはいつも自慢そうな様子になる。

「俺の小さいころは、２Ａ３はこんな高級電蓄にしか使われていなく、とても手にすることので

きる真空管ではなかった。手にするどころかは、近くには持っている人もいなくて聴く事もでき

なかった」

　一道は古い電蓄を感慨深そうに見る。

「２Ａ３は今でも日本製のものはびっくりするほど高いが、中国ではまだ生産されているので、

安い２Ａ３がいくらでも手に入る。失敗して焼き切ることをそんなに恐れなくてもよいから楽だ

。とにかく業者に半ダースくらい入れさせておこう」

　二人の性格で、作り始めるといくら時間が経とうが、出来上がるまではやめなかった。２Ａ３

シングルアンプも完成させるまで製作を続けた。例のごとく夕食は和美が工場に運んでくれた。

　完成したのは夜の十時頃だった。配線は部品点数も少ないし間違えることはなかったがやはり

、じっくりと音が出るのを楽しみたいので、まず真空管を全部抜いた状態で電源を入れる。そし

て電源トランスの出力電圧と各真空管のヒーター電圧をチェックする。それぞれの電圧は正常だ

。次に整流管を挿してＢ電源が供給されるところの電圧をチェックする。負荷がないので高めで

はあるが正常な電圧だ。最後に残りの真空管を挿して電源を入れる。

　２Ａ３は手持ちが無かったので、松次郎から貰った電蓄のものを一本だけ片チャンネルに挿す

。ショートなどの配線間違いはないとは思ったが、いちおう手際よく、各ポイントの電圧を測定

する。それぞれ正常な電圧だったが、２Ａ３のヒーター電圧だけは異常に低い。２Ａ３を見ても

確かにヒーターが赤くなっていない。

「おかしいなあ！」

　二人とも同時に声を出した。

「２Ａ３を挿す前の測定では、整流して平滑回路を通ったので高すぎるほどの電圧で、三Ｖ近く

まであったのだが」

　一道が盛んに首をかしげている。もう一度、２Ａ３を抜いて電圧を測ってみる。そうすると間

違いなく3Ｖ近くある。今度は、整流回路を外して、トランスの交流出力をそのままって２Ａ３
のヒーターへ接続する。すると、しっかりとヒーターが灯る。

「ああ、分かりました。うかつでした」

　桜井が納得したようにうなずいた。

「どうしてだ？ちゃんと二ボルト出るように巻線をしているし、容量も余裕のあるようにしてい

るのに」

　一道は納得できない顔をしている。

「整流による電圧降下です。整流して、負荷をかければ当然電圧は交流の時より下がります。そ

の下がる電圧が、例えば、一ボルトとしますと、この６ＳＮ７のヒーター電圧のように六・三ボ

ルトくらいであれば一ボルト下がったとしても真空管は通常に作動します。特に６ＳＮ７はヒ

ーター電流はわずかですからこのようにしっかりと点いています。ところが、二ボルトで、しか

も電流が大きい２Ａ３では、一ボルト下がるということは、定格電圧の半分になってしまうとい

うことです。これではヒーターは赤くなりません」



「ホーッ、そうだったのか」

　一道はうなった。

「それではトランスの電圧を何ボルトぐらいにすればいいのかな？」

「そうですねぇ。四ボルトぐらいにしておけばいいと思います。もし高くなり過ぎたら適当な平

滑用の抵抗を入れて調整できます。ただ、おそらくかなりの発熱になると思いますから、整流回

路はシャーシーの上に持ってきた方が無難です」

「そうか。今からトランスの巻線をやり直すと時間がかかりすぎるので、とりあえず交流で点火

して音を出してみようか」

　二人は、６ＺＰ１コンポに使っているＣＤプレーヤーとスピーカーをつないだ。そして例のご

とく懐メロＣＤをかける。二人の心がおののく。すぐに音が出てきた。

「ホォーッ！」

　二人とも同じように感動の声を上げた。６ＺＰ１の音とはまた趣の違った音質だ。あやふやな

ところがまったくない、明快な、澄んだ音だった。

「さすが、銘球といわれたものだなあ！」

　一道は非常に感心している。しばらく二人は、２Ａ３の音を聞いていた。

「十分に良い音だが、２Ａ３のヒーター電源を一度、電池の直流でやってみて、音の違いを調べ

てみようか」

　一道が部屋にあったを単一乾電池を二個持ってくる。電池二個で三ボルトになるがこの程度の

誤差は少々の時間であれば、真空管にとっては問題にならない。電池ボックスに入れて配線を２

Ａ３のヒーターに取り付ける。そして同じＣＤの懐メロを聞いた。

「オッー！やはり、全く違う」

　一道は大きな声を出しながらポンと手を打った。フィラメントの電源を交流にするのと直流に

するのとでは、音質に誰が聴いてもわかるほどの明らかな違いが出た。２Ａ３の透明さが、電池

にすると際立って聴こえた。２Ａ３という真空管の特徴は、電池で点火して初めて最大限に発揮

されるのがわかる。

「確かに、今までに聞いたことがないほど、澄明な音質ですねぇ」

　桜井も感嘆の面持ちになる。

「とりあえず、今夜はここまでにしておこうか。明日また電源トランスを巻き直すよ。それに業

者に２Ａ３を直ぐに持ってこさせてステレオで聴けるようにしよう」

　二人には珍しく、完成せずに作業を中止した。



（三十六〜四十）

（三十六）

 
　翌朝、一道は始業前のいつもより早い時間に工場に行った。桜井も珍しく早く起きて、すでに

２Ａ３の回路図を見ていた。二人とも作りかけたアンプが気になってしかたがなかった。

　一道は始業前の、社員が工作機械を使う前に電源トランスのヒーター用の巻線をやり直した。

今度は２Ａ３の電圧を四ボルトにする。これであればに二ボルトほど電圧降下があったとしても

、ちょうど良い具合いになる。

　改造した電源トランスを、２Ａ３のフィラメントに整流回路を通してつなぐ。そして電流を流

してみる。今度はフィラメントは正常に明るくなる。それを確認してからすべての真空管を取り

付けて音出しをする。予想した通りの澄み切った音だ。

　二人はしばらくの間、２Ａ３の音に聞きほれた。

「あのハムバランサーのボリュームが気になるなぁ。ボリュームはどうしても音を悪くしている

ような気がして仕方がない。このハムバランサーは音質には影響しないのだろうか」

「三津田さんはほんとうにボリュームが嫌いなんですね。この場所にも音の信号はシャーシーと

の間に流れますので、音質に影響はあると思いますがおそらく、実際に耳で聞くレベルでは変わ

らないと思います。もちろん、ハム音が最も小さくなるのはボリュームの中央あたりですので、

同じ数値の２本の固定抵抗に変えてもハムは消えると思います」

「そうしようか」

　広い頑丈な顔をした一道が少し神経質そうになっている。一道はボリュームによって音質が大

きく変化することを今までの経験で感じている。高価なボリュームは扱ったことはなかったが、

音質劣化の元凶こそボリュームだと確信している。

　二百オームのボリュームをはずして三十オームの抵抗を二本取り付けてコンデンサーと抵抗に

接続した。そして改めてまた懐メロをかけてみた。

「さすが、三津田さん！」

　桜井は感心した。ボリュームの時と明らかな音質の差がある。固定抵抗にした方が音に張りと

か艶といったものが感じられるようになり、楽器のふくよかさが出てくる。

「三津田さんのボリューム嫌いは、単に感情的なものではなくて、はっきりと音質に悪影響があ

るからだというのがわかりますねえ」

　桜井はしきりにうなずいている。

「さあ、これで一応、完成だなあ。夕方には業者が２Ａ３を持ってくるだろうからステレオで再

生できる」

「そうです。これで完成です。完成された良い音です」

　二人は顔を見合わせて笑った。

「それでは、このアンプを使って現代版の電蓄を作ろうか」

「古き良き時代の優れた音を現代によみがえらせましょう。爺ちゃんに言って、あの電蓄と同じ



くらいの大きさのキャビネットを作ってもらいます」

「そうしてもらってよ。ところで、今はこんな大きなフルレンジのスピーカーはないので、どう

するかな？」

「やはり、録音がステレオですので、再生もステレオでいきましょう」

「そうすると、スピーカーをどうするかますます難しいなあ」

「考えられるのは、十三センチ程度の四つのフルレンジスピーカーをつけて、左右二つずつに分

けてステレオで流せばいいでしょう。そうすると、両チャンネルのスピーカーの距離がほとんど

ないので、音の広がりは少ないと思いますが、この形状では仕方がないかと思います。それに、

両チャンネルのスピーカーを一緒にして密閉すれば相互干渉してダメですし、この大きさのまま

で左右に分けて密閉型にすると今度は容量が少なくて息づまったような音になる可能性があり

ます。すると後面開放型にせざるを得ないと思います」

　桜井の話を聞きながら一道は腕組みをして考えこんでいた。

「後面開放がもともとの電蓄の音だから、それでいいだろう。確か、昔の高級ラジオに三Ｄ方式

というのがあったな。それは前面にウーハーとツイーターを取り付けて、左右の側面にフルレン

ジのスピーカーをつけているものだった。それで音を立体的に聞こえるようにしたものだ。かな

り高級品で、普通の家庭ではなかなか買えなかった。この電蓄もそうしようか。左右の側板に、

一個ずつのスピーカーでは弱いので二個ずつつけて全部で八個のフルレンジスピーカーで鳴ら

そう。２Ａ３のアンプも前面と側面の音量が自由に調節でき、さらに出力を強化するために、二

組つけよう」

　一道は生き生きとしてくる。

「それはすばらしいです。また、どんな音がするか楽しみになります」

　桜井も元気な声を出す。

「それに、電蓄という以上、アナログプレーヤーも付けなければならないだろう。せめてＭＭカ

ートリッジがつけられるように双三極管一本でフォノイコライザーをつけておこう」

「アナログプレーヤーをつけておくのはいいですねぇ。本来、音はアナログですから」

　桜井もアナログの音に興味を持っているようだった。アナログプレーヤーのユニットはさすが

に製造している種類は少なかったが、キャビネットが大きかったので、どの業者のものでも簡単

に取り付けることができると思える。それほど高価なものではない適当なプレーヤーを発注した

。

　二人は相談しながら、電蓄用のキャビネットの寸法や形状を詳しく書いて、松次郎にファクス

をした。キャビネットが出来るまでの間に２Ａ３アンプ四ユニットを一つのシャーシーに取り付

けたものを製作した。

　二週間ほどして、懐かしい木の香りのする立派なキャビネットが届いた。総ヒノキ造りだ。

「いつもながら立派なものだ。まるで高級家具だなあ。いや家具というよりも、芸術作品に近い

」

　一道はキャビネットを盛んにさすっている。下段の前面と側面の八個のスピーカーを取り付け

る位置には、建具細工の格子状のものがつけられて、その裏にはサランネットがしっかりと張ら



れている。

　アンプが入る部分には前面を耐熱ガラスにして、真空管が見えるような造りになっているのは

、６ＺＰ１と同じだ。アンプのスペースの上段には６ＺＰ１のコンポで使った同じチューナとＣ

Ｄプレーヤーのユニットが取り付けられるようになっている。さらに一番上段がアナログプレ

ーヤーを取り付けるスペースになっている。

　二人は、他の者から見ると、何かに取りつかれたような状態で電蓄の製作を始めた。しかし、

本人たちにすれば、製作する楽しみを味わいながら、慌てずに作っていた。

　完成したのは深夜だった。静まりかえった部屋で、完成した電蓄に灯を入れる。一道は、自宅

から持ってきたアナログレコードの一枚を恥ずかしそうに紙袋から取り出す。

「やはり、三津田さんの世代ではアナログレコードを保管しているのですね」

「いや、金に余裕などなかったから、少ししか買っていないけれど、大事に持っている。これは

そのうちの一枚だ」

　一道は、彼の顔形には全く似つかわしくないはにかみの表情を見せる。そのレコードには『森

昌子十七歳の演歌』というタイトルで、幼さと大人の入り交じった森昌子の笑顔がジャケットい

っぱいに広がっていた。

　一道は、何か儀式でも始めるような手つきになってレコードを取り出しターンテーブルの上に

置く。それから、そろそろとピックアップを節くれだった人さし指で持ち上げてレコードの端に

下ろす。

　スピーカーから針がレコードに落ちる独特な音が出る。そしてその音が部屋中に広がったので

、期待が膨らむ。すぐに、最初の曲の『連絡船の唄』の哀愁を帯びたイントロ部分が部屋の空間

に満ち溢れるように流れてくる。その音を聞いて、二人とも思わず拍手をする。

「これは素晴らしい。まるで目の前で演奏されているようだ」

「本当に良い音ですね。予想以上の音の広がりがあります」

　二人とも興奮気味になる。レコードの両面の曲を聴く。いくら聴いても聴き飽きることのない

音質だ。

「やはりアナログの音はいいですね」

「これが自然の音と違うのかなあ…桜井君」
「そうですねえ、アナログの方が情報量はデジタルより圧倒的に多い訳ですから、多い分だけ原

音に近いですよね。デジタルはどんなに細かく切ろうが、切っていることに変わりはありません

から。自然の音はすべて、細切れになっているものではなくて連続しているものです。なんとい

っても自然の音に近いのはアナログです」

　桜井もレコードの音を聞いて確信を深めたようだ。

「でも、この電蓄であれば、ＣＤも十分に良い音で聞けるのではないですか」

　今度は桜井が、自分のＣＤを持ってきてデッキに入れる。室内管弦楽団の演奏だ。

　出できた音を聞いて二人はまた感動する。アナログの音とは違って少々機械的な音はするが、

細かい弦の音の綾まで余すところなく再生する。実際のホールでの演奏会の音と非常によく似て

いる。さらにその他の交響曲などのＣＤも色々とかけてみる。特に弦楽器の音は冴え渡って響く



。演奏者の体の動きが想像されてくるようなみずみずしさだ。さらにその曲が録音されている周

囲の状況やマイクの遠近さえも手に取るように感じられる。

　２Ａ３電蓄の音を聞くと心の中のモヤモヤとしたものが見事に消え去って心の中全体が晴れ渡

るような気持ちにさせられた。

　二人は次から次へと寝るのも忘れて音楽を聞き続けた。

 
                      （三十七）
 
　大阪にはめずらしく雪の降っていた深夜、田舎の親戚から電話がかかってきた。

「一道さん、お母さんの状態が非常に悪いのよ。急に悪くなったというより、少しずつ悪くなっ

てきていたんだけど、大阪に出てがんばっている一道さんに迷惑をかけるのは気の毒だと思って

、兄弟や親戚同士で、なんとか世話をしていたけれど、もうみんな限界を越えて疲れ果ててしま

ってねえ。やはり長男に面倒を見てもらわなければいけないと思って電話をしたのよ」

　言いにくそうな口ぶりだ。

「そんなに悪いとは知らなかったなあ。時々、電話で話をした時には、悪いようには思えなかっ

たし、お袋も何も言わなかったからなあ」

「ああ、電話ではなかなかは分かりにくいような病状だからね。とにかく少しでも早く帰ってき

てお母さんの世話をしてあげてよ」

　要領を得ないままに電話は切れた。実際に母親に会ったのは結婚式の時なので、もう一年半近

くは立っているが、月に一回位は電話を入れていた。その時には特に変わった様子は感じられ

なかった。

　一道は心配になって夜も遅かったがすぐに、母親の民代のところへ電話を入れた。電話に出た

民代は、少し沈んで元気がない声であるのを除けば今まで通りで、特に体調が悪いようには思え

ない。彼が、

「体の調子は悪くないか」と何度尋ねても、

「いや、特に悪いところもない」と民代は答える。親戚の言うことと民代の返事には大きなギャ

ップがあった。それを一道は、たいへん病状が悪いので逆に隠そうとしているのではないかと

思い、心配する気持ちが募っていった。そうすると居ても立ってもいられなくなった。

　それで、神津に電話を入れて事情を説明し、故郷に帰ることを伝えた。そしてすぐに会社の車

で出発した。以前に帰ったコースと同じで、瀬戸大橋は通らずに中国道を広島まで下った。やは

りこのコースが交通量が最も少ないと思えた。

　途中のフェリー以外、ほとんど休憩もとらずに運転したので、九時間弱で帰ることができた。

大阪でも雪が降っていたが、南国の南宇和でも風が刺すように冷たい朝になっていた。

　家の前に行って見ると窓には全部雨戸が閉められている。玄関には鍵がかかっている。普通は

台風でも来ない限り雨戸は閉めないし、旅行にでも行くとき以外に玄関に鍵をかけることはない

。

　玄関を叩くと内側から何個も鍵をはずす音がする。それから戸を開けて出てきた母親の顔を見



た時にすべてが分かった。これまでの母親の表情とは全く違っている。その顏は、完全に精神に

異常をきたした表情になっている。それに、体もやせ細っている。

「おふろ、いったいどうしたのだ？」

　驚いて一道は尋ねた。

「大きな声を出すな。それでなくても、至る所から盗み聞きされているのに。気をつけろよ、

一道」

　民代は鋭い目つきになって天井やふすまを指差して目配せをする。どうやら、誰かが隠れて話

を聞いている、その場所を目で一道に教えているようだった。

　何を聞いても何を話しても、まともな会話にはならない。困ってしまっていると、叔母や叔父

がやってきた。

　事情をいろいろ聞くと、亀三が亡くなり、一道が大阪に帰ってから、少しずつふさぎ込んでい

ることが多くなってきた。しかし、異常なことを言ったりしたりすることはまだなかった。

　ところが、一道の結婚式に大阪に行きそして帰ってからは、急に訳の分からない事を言い出し

たり、誰彼かまわず、攻撃するような行動を取るようになってきた。それでも何とか、叔父叔母

で面倒を見ていた。

　しかし、少しずつひどくなっていって、手に負えない状態になったということだった。今は、

いつ取り返しのつかないような事をしてしまうか分からない状態だった。

「何度も、精神科に連れていこうとするのだが、嫌がって暴れるのでどうすることもできない」

　叔父も叔母も民代のことで心身ともに疲労しているようで、衰弱した表情になっている。一道

は話を聞いて、これ以上親戚に迷惑をかけてはいけないと思った。

「分かった。俺がこのまま大阪へ連れて帰って面倒を見るよ。こんなに叔父さんや叔母さんに迷

惑をかけているとは思わなんだ。すまなんだ」

　一道は頭を下げた。叔父や叔母は、

「料理もしないので、食事もろくに食べていないから、できるだけ早く入院させた方がいいと

思う」と言って帰って行った。

　また、二人だけになって、いろいろと長時間話をしているうちに、以前の母親との間のように

会話がかみ合うようになってきた。

「一道、大阪から帰って来て腹が減っただろう。美味しいものは何もないが、お米と卵だけは

ある。今、ご飯を炊いて、お前の好きな卵焼きを作ってやるから、ちょっと待っておれ」

　叔母は料理などをしないと言ったのに、民代はそそくさと炊事場に行き、食事の準備を始めた

。その姿は、以前に父親が亡くなった時に帰って来た時と同じように、母親としての喜びを感じ

ているような雰囲気だった。

　米が炊き上がると卵を焼いた。民代は少し前の衰弱した表情とは違って、笑顔にさえなって、

ご飯と卵焼きを二人分、食卓の上に置いた。

「お前が修理してくれたラジオを聞こうか。テレビはつぶれてから金もないし、目も悪くなって

見るのがつらいので修理もしていない。お前が修理してくれたラジオの方がいつまでも長持ちを

してよく聞こえている」



　民代は立ち上がって箪笥の上に置いていた高一ラジオのスイッチを入れた。少し間をおいて、

徐々に放送が聞こえてくる。三十年も時を隔てたラジオが雑音もなく立派に鳴る。一道は自分が

中学生になったような気分になった。

　少年のころは学校を休まなければならないくらいの病気でなければ卵焼きは食べることが出来

なかった。それも醤油をたくさんかけて、卵そのものは少しずつかじって、ほとんど卵についた

醤油をなめるようにしながらご飯を食べた。それでも何よりも旨いと思った。

　食事をほとんどしないと言った母親が一道と一緒に食事をすると、卵焼きをおかずにいかにも

腹が減っていたというようにうれしそうに食べる。

「一道の好きなカタクリコを作ろうか」

　ご飯を十分に食べた後で民代が言った。〝カタクリコ〟というのは、片栗粉に砂糖を混ぜたも

のを少量の水で溶いて、熱いお茶を注いで練ったものだった。ほのかなお茶の香りと甘さが半固

形の片栗に溶け込んで口の中でとろけた。なにより高価だった砂糖が口に入るので嬉しかった。

これも風邪をひいて高熱が続いたとき以外は食べさせてもらえなかったものだった。

　民代は砂糖をたっぷり入れた〝カタクリコ〟を作って満足そうに一道の前へ出した。一道はそ

れを箸ですくうようにしながら口の中へ入れる。懐かしい甘さが口の中いっぱいに広がる。一道

は目頭が熱くなった。

「お前も、大阪でつらい思いをしているんじゃなあ」

　民代は涙をポロポロとこぼした。

　翌朝、一道は早速、母親を連れて帰る事にした。車にはあまり荷物が積めないので、生活に必

要なものだけを車に載せた。高一ラジオはかさばったが、民代がどうしても持っていくと言うの

で車に載せた。

　民代は大阪に行くことを嫌がらずに、むしろ喜んだ。

「やっぱり、お前がいてくれると安心だ。一人で住んでいると、ちょっとでもスキがあると家の

中に泥棒が入ってきて大事なものを盗まれる。盗まれるどころか、騒ぐと、殺される。それが、

昨夜などは犯人が全然、出てこなかった。お前がいてくれたから怖がって近寄れなかったのだ。

お前らの迷惑にさえならんのであれば、一緒にいるのがいちばんいい」

　民代は息子の傍にいると安心できるようだった。

　借家の解約、必要な金の支払い、残った品物の処分などは叔母にお願いした。

　いよいよ出発する時になって、裏の少年時代の研究室であった倉庫の中に入った。そこには永

遠に時が変わらないように思えるさまざまな真空管のラジオなどがまだたくさんあった。

　おそらく、これらの真空管もすべて処分されるだろうと一道は思った。そう思うと一道の人生

の土台になるようなところにぽっかりと大きな穴が開いてしまうように感じた。そしてそれは再

び埋めあわされることはないように思えた。

　一道はいつまでも立ち去りたくなかったが、自分の気持ちを振り切るようにして車に乗った。

そして大阪へ出発した。

 
　　　　　　　　　　　（三十八）



 
　一道は民代を大阪に連れてきたら当然、今住んでいるマンションで一緒に住むことを考えて

いた。しかし、民代は、

「お前たちに迷惑をかけてはいけない。済まないが狭いアパートでも借りてくれないか」と言っ

て一緒に住もうとはしなかった。それで工場の近くの安いアパートを借りて住ませることにした

。

「食事は一緒に食べよう」と言ったが、それも、

「若い者と年寄りは食事が合わないから」と断って、自分で料理した。一道は母親が気を使わな

いように生活をさせるのがいちばんだと思って、好きなようにさせた。

　民代は亀三の死後の扶助料だけが収入源だったので、アパートを借りて自炊すると不足がちに

なる。一道夫婦もローン返済で生活はぎりぎりだったので、とても母親を援助するほどの余裕は

ない。一道は神津に事情を言って給料を上げてくれるように頼んだ。神津はしぶしぶと、

「足らない分だけにしておくれよ。本来は出せない金だからねぇ。長い間家族のように働いてく

れているから出すんだから、その分、もっとしっかり仕事をしておくれよ」と言った。一道は神

津から離れると、

「《望郷》で大儲けしているくせに、ケチ野郎！」とつぶやいた。

　アパートで生活を始めた民代は、息子夫婦に迷惑をかけたらいけないと思ってか、また、民代

は親しい縁者以外の人間がそばにいると非常に緊張して苦痛を感じる性格だったこともあってか

、自分の方からはめったに一道のマンションにやってくることはなかった。それに、同じアパー

トの住人と仲良くするということもできなかった。

　それで一道や和美は時間があればしばしば、民代のアパートに行ってはさまざまな世話をした

。民代は生まれてからずっと愛媛県の漁村で育っていたので、都会の生活にはなかなか慣れるこ

とができなかった。

　それでも、半年ほど過ぎると、民代も大阪の生活に少しずつ慣れてきて、自分で少しくらい離

れた所でも買い物に行くことができるようになった。何よりもこの間、故郷で見せたような精神

的な異常な状態にはならなかった。

「お袋はやはり寂しかったのだなあ。親父が亡くなって一人で生活をして、侘びしくなっていた

のだろう。こうして近くに子供がおれば、おかしなことも思わなくなるのだろう」

　一道は和美に安心したように言った。何度も民代のアパートへ行っているうちに民代は、

「一道、ウチもだいぶ生活に慣れたから、もうこんなにしょっちゅう来てくれなくてもいいよ。

和美さんも、明美ちゃんが動き回って目が離せなくなって大変なのに。何かあったら、こちらか

らお前のマンションに寄るから、もう来なくていいよ。来てくれるとウチも気を使うから」と言

うようになっていた。

　一道も和美も民代の言葉に安心してアパートに行かなくなった。

三ヵ月ほど経った日曜日の朝だった。珍しく民代の方から一道の家に電話があった。

「ずいぶん、苦しまされている。もう、我慢の限界になった・・・」

　民代は気だるそうな抑揚の無い声を出した。何時もと違う調子が心配で、一道はすぐに民代の



アパートへ行った。ドアを叩くとしばらく何かゴソゴソしている音がした後、ドアが開いた。

「一道か、足元に気をつけて入れ。押しピンを置いている」

見ると部屋の中央の母が座っているあたり以外は、一面に畳用の長いピンが上に向けて置いて

ある。

「どうしたのだ、お袋？」

　一道は驚ろいた声を出して、ピンを全部拾い集めてから母のそばに座った。

「犯人のやつがしょっちゅう入ってくるから、痛い目に合わせている。ところがちょっと部屋を

出た間に押しピンの位置を変える。それで自分で踏んで痛くて歩けない」

　民代は足の裏を見せた。いたるところにピンの刺さったと思える赤い斑点がある。それに全体

が赤くはれている。

「ドアに鍵を掛けていたら、こんな部屋、どこからも人が入ってくるところは無いぜ」

　一道は困った顔になった。

「押し入れの天井から入って来ている」

　民代は怖い目つきをし、ヒソヒソ声になる。

「今、こうして一道と話をしているのも聞かれている。見られている」

　民代は一道に目配せをしながら天井を指さし、さらに声を落とす。

「上の部屋のやつも、右も左のやつも、みんな、犯人の手先になっている。一晩中、壁をドンド

ン叩いたり、天井でびっくりするほど大きな音を出して嫌がらせをする。それが頭の中に入って

きて・・・」

　民代の話はいつまでも終わらなかった。一道は母親の苦悩を聞きながら、故郷の親戚が疲れ果

てていた理由が分かるような気がした。同時に入院させるしかないと思った。

　翌朝、一道は嫌がる民代を無理やり車に乗せて、精神科の病院へ連れて行った。母親の診察を

横で聞きながら、一道が驚いたことがあった。それは精神科医が指摘する母親の心の状態が、自

分にもぴったりと一致することだった。

　一道の場合は自分の精神の異常さに自分で気づいて、なんとか日ごろは理性でコントロールし

ているが、それができなくなったら全く母親と同じような状態になるだろうと思った。

「心の病気以外にも認知症もすこし出てきていますので、この状態では他人に危害を及ぼしたり

、自分で自分を傷つけたりする可能性が非常強いので、即入院させましょう」

　医者から言われて逆に一道はほっとした。ちょうど、病名がわからずに苦しんでいる時に、病

名がわかったら安心するのと同じだった。ところが民代は顔色を変えて入院を拒否し始めた。民

代の頭の中には、精神科に入院するという事に対する偏見が染み付いていたのだった。

　民代がどうしても同意しないので、一道はとりあえず母親を連れて自宅に帰って来た。

「もう、一人でアパートに住むのはこりごりじや。お前たちに迷惑をかけたらいけないので、老

人専用の病院なら入院てもいい」

　民代は部屋に入るなり、しみじみと言った。

　一道は認知症だということで入院させてくれる病院を電話で捜した。不思議に思えたが、寝た

きりの状態の患者なら受け入れるが、民代のように自由に体の動く患者は簡単に受け入れてくれ



なかった。それでも、無理に頼むと大阪北部の一つの病院が連れてきてみてください、と言って

くれた。

「ひょっとしてこのまま入院するかもしれないのなら、もう一度、アパートに寄ってお前の修理

してくれたラジオを持って来てくれ。あれはウチの守り神なのじゃ。あれだけは病院に持って行

って枕元に置いておきたい。そうすると心が落ち着くのじゃ」

　民代は哀願するように言う。一道は病室に持ち込むには少し大きいかと思ったが、母親が安心

するならと思い、高一をアパートから取って来て車に積んだ。それから病院へ行った。

「本来、あなたのお母さんのように自由に歩けるような患者さんはうちの病院は受け入れないの

ですが、ずいぶん困っているようですのでとりあえず受け入れます。でも、この病院には閉鎖病

棟というのはありません。だから、自由に体が動く人は出入りも自由にできますので逆に危険な

ことになるかもしれません。それを家族の方に了承してもらわないと入院許可できません。もし

何かありました時には病院側としては責任が取れませんのでよろしいでしょうか」

　病院の職員は厳しいことをていねいに説明してくれた。一道はそれを了解して、そのまま民代

を入院させた。

 
　　　　　　　　　　　（三十九）

 
　２Ａ３電蓄は、当然のように神津と米沢によって商品化された。アナログプレーヤ、ＣＤプレ

ーヤー、チューナーは標準につけておいて、カセットデッキとＭＤデッキはオプションとして販

売した。

「そんな、詐欺のような定価をつけずに、もっと良心的な金額にせよ」と一道が怒鳴ったくらい

高額な価格設定をした。

　それでも〝名球２Ａ３真空管アンプによる最高級ステレオ電蓄《望郷Ⅳ》〟と華々しく宣言を

した。そうすると、一道からすれば暴利をむさぼるような定価であっても多くの注文が入るよう

になった。

「世の中の人間は、何を考えているのか分からない。２Ａ３という意味が分かっているんだろ

うか」

　注文の多さに、設計製作者の一道と桜井は首をかしげた。また、これまでの《望郷》シリーズ

の注文も一向に減る様子はなかったので、カミツ工業としては未だかつてない利益を上げている

はずだった。それが証拠に、社長は次からつぎへと不動産を買いこんでいた。場所は全国の観光

地にまで及んでいた。

「銀行マンが不動産を探してきて、その上、代金のローンまで組んで準備してくれる。今は銀行

の言うとおりに不動産を買っておけば、いくらでも金がもうけられる時代だ」

　神津は口癖のように言っていた。神津と米沢は見るたびに羽振りがよくなっていくようだった

。

　製造が順調になれば何時もの通り、一道と桜井はほとんど毎日、自由に時間を使えた。

「あこがれだったが３００Ｂのアンプを作ろうか」



　一道がポツリと言った。

「そうですねえ、ここのところ全くトラブルもなく順調ですからまた新しいアンプを作りましょ

うか」

「３００Ｂというのは三極管で、非常に音がいいらしいが、子供の頃は高価で手に入れるどころ

か実物を見たこともなかった。雑誌で写真を見て、頭の中で３００Ｂアンプを組み立てて夢の中

で聴いていた。ところがこの頃は中国で製造されたものが安く日本にも輸入されているなあ。

ソケットは２Ａ３と同じだし、試験的に２Ａ３のシャーシを使って作ってみようか」

　一道の目が輝き始める。

「そうですねえ、どんな音がするかまた楽しみです」

　桜井も乗り気になる。

「３００Ｂの特性を考えると、特殊なものでもなく、扱いにくい真空管でもありませんので、標

準的な回路にすればいいと思います」

　桜井が参考資料など何も見ずに言う。彼の頭の中には３００Ｂの情報がすでに充分に入ってい

るようだ。そしてボールペンを取って回路図をサラサラと描く。

「３００Ｂの良さを発揮させるのはやはり、本家本元のＷＥの９１型がいいと思います。ただ、

前段のＷＥ３１０Ａという球は数少なく、業者に探させてもおそらく手に入れるのは難しいと思

います」

　一道は少し心配そうな顔になる。桜井は今度は資料を調べる。

「でもこの球の特性は６Ｃ６とかなり似ていますから、十分に代用できます。こちらを使いまし

ょう」

「それじゃあ、それでいこう。６Ｃ６は倉庫にまだ沢山あるから、３００Ｂだけ注文しておこう

」

　話が決まると早い。それからは楽しく話を弾ませながら作業を進めて行くのはいつものことだ

った。

「３００Ｂのフィラメント電源は三端子レギュレーターで安定化させましょうか。おそらく単な

る整流回路より、こちらの方が電圧が安定する分、音質がよくなると思います。そのために、電

源トランスのヒーター用の電圧を十一ボルトか十二ボルト程度にしてください」

「それじゃあ、電源トランスも２Ａ３のものよりもコワも大きくして初めから作り直そう。つい

でにＯＰＴもＣＨトランスもすべて十分に余裕のあるものにしておこう。そうすれば発熱の問題

も気にしなくてもいいからな」

　一道は３００Ｂ用のトランス類を全部はじめから作った。それで、２Ａ３用のシャーシは合わ

なくなったのでシャーシも初めから作ることにした。

　トランス類とシャーシを完成させてからシャーシ上にトランスを取り付けて重さを計ってみる

と二十五キログラムを超えた。

「ずいぶん重厚な雰囲気のするアンプになりそうですねえ」

桜井は華奢な手で顔を赤くしながらシャーシーを持ち上げた。ここまでの作業にほぼ三日が掛か

った。３００Ｂの納品が翌日になるということだったので作業を終えた。



　翌朝、二人は配線を始めた。一段増幅のシングルアンプなので、作業量は少ない。昼過ぎには

完成させることができた。ちょうど３００Ｂも届いたので食事もせずにすぐに真空管を挿した。

配線は間違った可能性はないと思えるので、そのままＣＤプレーヤーとスピーカーをつないで電

源を入れる。この瞬間に、体中の力が抜けてしまいそうな不思議な緊張感に襲われるのは、何台

アンプを作っても同じ感覚だった。

　３００Ｂのヒーターが徐々に明るくなるにつれて、音楽が部屋中に広がってくる。曲はいつも

の懐メロだ。

「ウーム、さすが３００Ｂだなぁ・・・」

「そうですねえ。いいですねぇ・・・」

　二人とも感動してあまり言葉が出ない。２Ａ３とはまた違った趣のある音だ。２Ａ３が日本的

な繊細美を表現するものであるとすれば、３００Ｂはアメリカ的な解放感の喜びを表現するも

のだった。

「六十年も前にこんな音がしていたなんて信じられませんねぇ。今の半導体の高級アンプなんか

足元にも及びません。だれが聴き比べても良い音であることは明確です」

「ほんとにそうだ。やはり真空管がいい」

　二人とも満足そうであった。

　二人は数日間、さまざまなジャンルの音楽を３００Ｂで聴いてみた。

　ＷＥ９１型アンプは聞けば聞くほど能力の高さに感服させられる。さまざまな楽器や歌声を

得意、不得意なしに再生する。その中でも特に管楽器、ピアノ、パーカッションの音は、演奏し

ている人間と聞いている人間との距離が限りなく縮まるように感じられる。原音からさまざまな

媒体を通って音が再生されているにもかかわらず、その中間のものがすべて消え去ったような気

持ちにさせる音質だ。それは、媒体物によって一切の色付けがなされていない音で、目をつぶれ

ば目の前で実際に演奏されているのを特別席で聴いているような錯覚にさえする。

　真に優れた音響機器というのは、それらの存在を取り去って感じさせないものであることがＷ

Ｅ９１型アンプを聞けば納得できる。

　一道と桜井が３００Ｂを聞いているところへ、これまでも何度か途中で覗きに来ていた神津と

米沢が入ってきた。

「やっと、完成したか」

　二人は３００Ｂアンプを見るなり大きな声を出した。

「良い音がするじゃないか。すぐに製品化しなさいよ、一道君。超高級システムコンポとして売

り出しましょう」

　神津は少し威圧的な雰囲気で言う。

「これなら、高額な価格設定をしたとしても、よく売れますよ。今の時代は、こういう本物を求

めている人が、たくさんいる時代なのです」

　珍しく、米沢の言葉に真実味がある。

「そうだ、大事なことを言い忘れていた。製品化する時には今度こそスピーカーは必ず三ウエイ

にしておくれ。いくらなんでも超高級オーディオシステムが、一ウエイでは笑われてしまうか



らな。それと低音がドスンドスンと腹に響くようにしなさい。これは売れるための大切な条件だ

から必ず守りなさい」

　神津は自分が経営者であるという雰囲気を強く出してくる。

「そんなの、音を悪くしているのと同じだ」

　一道は不満げに口を曲げる。

「いや、三津田さん、どんなに素晴らしい音がしたとしてもそれを買ってもらう人がいなければ

、意味がなくなります。製造者の喜びとしても、できるだけ多くの人に製品の良さが分かっても

らえることが一番だと思います。そのためには宣伝材料がなければなりません。三ウエイはひと

つの宣伝材料ですから、ぜひともそうして下さいね、工場長の私からもお願いしますよ」

　米沢の声の響きにはまた真実味が薄れてくる。

「三ウエイにすればいいのだろう、三ウエイに。ゴチャゴチャ言わなくてもそうしてやるよ」

　一道は投げやりになって大声を出す。彼は、神津から何か頼まれると結局、ほとんど断れない

ことを自覚している。

「お願いしますよ、技術主任さん」

　神津と米沢は今度は頭を下げて、そそくさと工場の方へ降りて行った。

「よくもあれだけ態度が変えられるものだ。金儲けのためなら何でもする人間だ」

　一道は出て行った二人の方を向いて怒鳴るように言った。

 
　　　　　　　　　　　（四十）

 
「三ウエイにして、低音がドスンドスンか・・・」

　一道はため息をついた。これまでもそうだったが、彼は神津にいろいろと文句を言いながらも

、大抵、言う通り製品を作りあげている。今回もそうしょうとしている。

　それは、中学を卒業して以来、長年を勤めていることに対する恩返しの気持ちからでもあっ

たが、何かを作る時、無理ではないかと思われるようなものをあれこれと考えて、試行錯誤しな

がら作ってゆくことが楽しかったからでもある。

「低音をドスンドスンというのは９１型では無理だなあ」

「そうですね。シングルですから７ワットほどの出力です。とても腹に響くような音圧にはなら

ないでしょう。他の大出力の出る真空管を使えばできますが、３００Ｂのような高音質は期待で

きません。やはり３００Ｂは使用した方がよいと思います」

　桜井はこういう課題はゲーム感覚のように解決の糸口を探し当てる。

「出力を上げるためにはプッシュプルにしてＢ級動作に近づければ十分な出力が得られます。そ

れに歪率やダンピングファクターは向上します。さらに、ハム音などは打ち消されて残留雑音は

シングルよりもはるかに少なくなります。さらに信号の大小に合わせて消費電力が変化します

ので、発熱の点でも有利です。数値上はシングルよりもはるかに優れた回路であるといえます」

「だが、プッシュプルというのは何かよく分からないが、音を上下に分けてそれぞれを別個に増

幅してまた合わせるというやつか。どうも胡散臭いなぁ。音を原音から一度切り離すと、完全に



は元に戻らないだろうから良い音が出るとは思えないが・・・」

　一道は乗り気でないようすだ。

「でも一度、簡単な回路ですから、試してみてもいいですね。出力トランスさえ巻きなおせば、

配線は一時間もかからないくらいです」

「そうか、桜井君が言うのだったら作ってみようか」

　出力トランスのコアの大きさはプッシュプル用に余分に巻いたとしても余裕のあるものだった

。それで一道は一次巻き線だけ二重にして簡単に完成させた。

「とりあえず、Ａ級でもいいですから、手っ取り早くプッシュプルの音を出してみましょう」

　こう言って桜井は９１型シングルステレオアンプをそのまま使って、６Ｄ６の入力の前に三極

管でＰＫ分割させて、それぞれを両チャンネルの別のアンプに入力させ、プッシュプル用の一つ

のトランスに接続した。

「これでは、出力はシングルの二倍位ですが、とにかくプッシュプルの音を聞いてみましょうか

。もし、よければドライバー段を設計し直せば簡単にＢ級にすることができますから」

　二人は、手際よくスピーカーとＣＤプレーヤーをつなぐ。そして例のごとく懐メロＣＤをかけ

てボリュームを上げる。十分すぎるほどの音量がスピーカーから流れ出る。

　二人はしばらくの間、何も言わずにプッシュプルの音を聞いていた。

「おかしいなあ。不思議だなあ。全く同じ３００Ｂシングルアンプを二つくっつけただけなのに

音が違う。どうしてだろう」

「そうですねえ、明らかに音質に違いがありますねぇ」

　二人ともプッシュプルの音質に対して同じ意見だった。

「これじゃ、普通の音になってしまった。シングルの時の音は特別に良い音だった。ところがプ

ッシュプルにしてしまうと、どこにでもあるような音になってしまうなあ。ただ大きな音がする

だけだ」

「ええ、おそらくこのプッシュプルのアンプの特性を調べれば、シングルよりも良くなっている

のは間違いないと思いますが、しかし、実際に聞いてみると、シングルの時の方がはるかに優れ

た音質です。やはり、特性の数値と実際の音質とはほとんど関係がないということですね」

「結局、音には小細工を施すべきではないな。プッシュプルはやめよう。低音もシングルで考え

ていこう」

「そうですねえ。そうしましょう」

　二人の意見は一致した。そうなるとシングルで高出力の出る真空管を捜さなければならなか

った。それにかなうものは比較的新しい五極管やビーム管の中にはあった。四種類ほどの真空管

を取り寄せて、それぞれ、五極管接続、ウルトラリニヤ接続、三極管接続と製作をして音を聞い

てみた。

「結局、五極管として作られた真空管は接続方法を変えたとしても、音はやはり五極管臭くてだ

めだ。単純な構造の直熱三極管が一番いい。そうすると出力が落ちて適当な球がないが・・・」

　一道は不満そうに言う。

「・・・というよりも、これらの、効率が良く高出力で小型の真空管は、古い三極管の音から半



導体のような数値上優れた音が出るように考えられて製造されたものだと思います。真空管の本

来の音の良さが忘れられています。逆に言えば、半導体が主流になれば、忘れ去られる運命にあ

るものだったといえます」

　桜井は納得顔になっている。

「真空管らしくない真空管の音というところかな。そうすると、低音ドンドンは古い三極管では

無理なのかなあ」

「そうですねえ。もちろん、Ｂ電圧を非常に高くして駆動すれば高出力の出る三極管はありま

すが、実用的ではありません」

　二人はしばらくあれこれと思案していた。

「やはり、パラシングルでいきましょうか」

　桜井が忘れていたことを思い出したように言った。

「そうだったなあ、６ＺＰ１もパラシングルにしていたな。出力を上げるには音質を悪くしない

パラがいちばんいいなあ。このステレオの９１型アンプを利用すればすぐにモノのパラシングル

に変更できる」

「このままだとＯＰＴの電流オーバーが少し心配ですが、実験的には充分、耐えられますからや

ってみましょう」

　二人とも元気になってくる。そして手際よく配線をしなおしてパラ接続にした。

　それから、いつもの懐メロＣＤを流してみた。アッテネーターを上げると、ボイスコイルが焼

け切れるのではないかと思えるほどの迫力のある音がスピーカーから響いてきた。それなのに全

くうるささが感じられない。三極管の良さが見事に出ていた。

「これでいい。この音なら十分だ」

　一道がスピーカーの音に合わせるような大きな声を出した。

「いいですねぇ。これなら大きい口径のスピーカーにつなげばドスンドスンと響いてきますよ」

　桜井も元気よく言った。



（四十一〜四十五）

（四十一）

 
「三ウエイスピーカーか。音を悪くするだけだな」

　一道は愚痴っぽくなっていた。充分な出力のアンプの試作はできたが、神津の要求するスピ

ーカーは一道の音に対する思い入れからは遠く離れていた。

「例えば、一本のトロンボーンを吹いているのに、音の高さによって違った三つのスピーカーか

ら聞えたら、それはバケモノだ。この世に有り得ない音だ」

「そうですよね。それに複数の音源があると必ず、位相のズレや相性の不一致、相互干渉の悪影

響が出てきます。マルチウエイ動作にしてもこの弊害から逃れることは出来ません。下手にネッ

トワークで三ウエイにすれば、音の信号が最後の段階でコンデンサーやコイルを通過することに

なり、フルレンジ一個で鳴らすよりもはるかに音質は落ちてしまいます」

　二人とも思案顔になった。

「それでも社長さんが希望しているように三ウエイにするとすれば・・・」

　しばらくして桜井が口を開いた。

「３００Ｂシングルでフルレンジを鳴らして、低音は、六十ヘルツ以下位をスーパーウーハー的

に３００Ｂパラシングルで補い、高音は非常に高い音、例えば六キロヘルツ以上位をコンデンサ

ー一本で取り出してツイーターに入れれば、フルレンジ中心の音で、それほど音質的には落ちな

いと思います」

　桜井は頭の中で計算をしながら言っているようだった。

「そうか、そうすればフルレンジの良さはそのまま残して、低音と高温を補うことになるんだな

。よし、その方式でスピーカーを作ろう」

　一道はいつも桜井の企画構想には全幅の信頼を寄せている。話が決まるとすぐに、二人はユニ

ットを選んび始める。ウーハーは可もなく不可もなくといった大きさの三十センチにした。フル

レンジは音域の広い十六センチのものにし、ツイーターはドーム型のものに決める。

　スピーカーボックスは長方体の標準的な形にするが、下に三分の二と上に三分の一の密閉ボッ

クスに内部を仕切っておく。下側にはウーハーを取り付けて、上側にはフルレンジとツイーター

を取り付けるようにする。容量は三十センチのウーハーが駆動しやすいように大きめにすること

にする。

　大筋が決まると早速、簡単な見取り図を手書きで書く。そして、松次郎にファクスで送る。松

次郎はすでにスピーカーボックスの製造には精通していたので、詳しい設計図などは全く必要

なかった。

　続いて二人はアンプの形式を考えた。

「やはり、２Ａ３電蓄のようにアナログプレーヤーは付けておこう」

「そうすると始めにフォノアンプを付けて、その後にアッテネーターを置いてシングルアンプに

入れましょう。同時にローパスフィルターを通してパラシングルにも入れます。ローパスフィ



ルターは双三極管一本で簡単に作れます。ここにもアッテネーターを付けて低音だけの音量調節

が出来るようにしておきましょう。音質調整をすること自体が原音を崩すことになりますが、こ

のコンポの場合、ウーハーの音量調節をできるようにしていなければ、使い勝手が悪いでしょう

」

　桜井の頭の中にはいつもすぐに回路が浮かび上がるようだ。

「かなり大型のアンプになりそうだな。一つのシャーシーにするのは重量や放熱のことを考える

と無理のような気がする。一つのシングルとパラシングルを同じシャシーに組み立てて、モノラ

ルアンプ二台に分けよう。そうすれば上下二段に重ねると、それほどかさばらない」

　一道もアンプの形状を頭の中に描いていた。

　次に中央のキャビネットとアンプケースの形を考えた。アンプの外見としてはこれまでの《

望郷》と同じく、シャーシーの前に真空管を一列に並べ、アンプケースの前面を耐熱ガラスにし

て真空管が見られるようにする。ただ、フォノアンプとローパスフィルタ用の真空管は配線上の

便宜と雑音防止のためシャーシの後ろに取り付ける。

　それから、二つのアンプは共に発熱が激しく、キャビネットの中で二段に重ねると高温になり

過ぎそうだったので、静音設計の冷却ファンを取り付けることにする。

　これらのことを考えてキャビネットの形を決めた。一番上にはアナログプレーヤーを置き、そ

の下にチューナとＣＤプレーヤーを一列で横に並べる。さらにその下にオプションにするＭＤデ

ッキ、カセットデッキが横一列に並べられるようなスペースを作る。

　そして最下段にアンプ二台を縦に重ねる。横幅は放熱のことを考えて、余裕のあるものにし、

高さはスピーカーと同じになるようにする。

一道はまた、手書きでキャビネットの形状を書く。そして松次郎のところへファクスした。

　二人はマルチアンプの製作に没頭した。物作りの充実感が体中に満ちるてくるような期間だ

った。

　二週間ほどして、松次郎からスピーカーボックス、センターキャビネット、二個のアンプのケ

ースがまとめて工場に届いた。スピーカーボックスはかなりの重量で、二人で工場の部屋の中へ

移動させなければならなかった。

　それぞれの梱包を解いてみると、松次郎の木工技術はさらに磨きがかかったような出来栄えで

、どれも高級な嫁入り家具のようにさえみえた。

　二人は心を弾ませながら、スピーカーのユニットを取り付けたり、アンプやプレーヤなどをケ

ースに収めたりして完成させていった。

　完成した時は工場の静まりかえった深夜になった。最初の音出しにはやはり、例の森昌子の懐

メロアナログレコードにする。

　神妙な顔をして一道が無骨な指からピックアップをレコード面に下ろした。

　音が出てきた瞬間に、二人とも疲れが吹っ飛んだ。高音から低音まで、すべての音階にわたっ

て明瞭にそれぞれの音の主張が表現されている。また、すべての楽器や歌声が隠れることなく広

がる。同じレコードのなかにいかに多くの音源が記録されていたのかということに驚かされる。

一部の音が強調されたり、弱められたりせずに自然な調和で響いてくる。高音はツイーターの音



圧が強調されずに、フルレンジとうまくつながり、違和感を感じさせない。

　フルレンジは十六センチあるので音の広がりが十分に確保され、奥行きのある豊かな響きにな

っている。ウーハーは、予想以上のリアリティーのある音に仕上がっている。この音を聞けば「

豊かな重低音が出る」などと宣伝される機器の低音が歪みだらけの雑音であることがはっきりと

分かる。

　いくら音量を上げても通常、低音が増強された時に感じられる耳障りな一部の周波数のブーミ

ーな音は全く出てこない。ベースギターを強く弾くか、弱く弾くかという楽器そのものの音量の

強弱と同じものだ。

　十七歳の森昌子がまさに目の前に蘇ってきたように感じる。

「これなら誰が聞いても良い音だと感心するよ。音に興味のない人間が聞いたとしても感動する

に違いない」

　一道はこの上ない満足そうな顔である。

「そうですねえ、予想した以上の、はるかにいい音質になりましたねぇ。高中低のスピーカーの

つながりが何の不自然さもないですねぇ。これほど違和感がなくなるとは思いませんでした。こ

の音は、どこかで聞いたことのある既製品の音ではないです。かといって昔の音でもないです。

自然の生の音に近いものです。原音に近いということは、古いとか新しいとかという評価基準を

超越したものです。それは、この音と他の高級オーディオとを聞き比べれば一目瞭然になるでし

ょう。大成功ですね」

　桜井も非常にうれしそうだった。

　翌日、神津と米沢がやって来てしばらく、出来たてのコンポの音を聞いていた。

「これは素晴らしい・・・今まで聞いたオーディオの中で最も良い音がする」

　二人とも感動した面持ちになった。本来、この二人は音がいいかどうかはそれによって金がど

れだけ儲けられるかということと繋がっている。音そのものの評価ではないはずだった。その証

拠に、二人は日ごろは自社で製造している《望郷》シリーズをほとんど使っていない。テレビば

かり見ている。音楽鑑賞が好きではないのだ。ところが、今回のコンポから出てくる音楽はいつ

までも聴き続けていたいような様子だった。

「早速、製品化しよう。一道君、すぐに製造ラインの設計をしておくれ。製品名は《望郷Ⅴ》だ

」

「社長、これは売れますよ。うれしい悲鳴が上がるほど忙しくなるでしょう」

　神津と米沢は動物が獲物でも取ったような顔をして工場の方へ降りて行った。

　一道と桜井は《望郷Ⅴ》の製造工程を考えたが、現在の工場に製造ラインを増設するのは場所

的に無理だった。この事を神津に言うと、神津はすぐに工場から少し離れたところにある、これ

も線路沿いの建物だったが廃品回収の工場を買い取った。広さは、今の工場の二倍近くもある。

この工場の経営者と神津は昔から付き合いがある。一道も時々話を交わしていた。

「こんなに世の中の景気が良くなってきているのに、古紙の値段はどんどんと下がっていて、ほ

とんどタダ同然。再生紙を製造するよりも海外から安い原料を仕入れた方が安く出来るのだから

、これでは商売にならない」



　その経営者はよくこんなことを言っていた。それに、周辺の土地の値上がりは激しいもので、

不動産を持っているだけで財産が増えていくような状況だったが、さすがに線路のすぐそばの土

地は買い手もなかったし、値もあまり上がらなかった。だから神津からの建物の購入の話にはす

ぐに乗ってきたのだった。

　購入した工場の建物はそのままにして、内部を整備して《望郷Ⅴ》の製造ラインの設置を考

えた。神津と米沢が急がせるので、一道と桜井は前の《望郷Ⅳ》の時と同じく深夜まで仕事を続

けなければならなかった。しかし、いつものことだったが、一道と桜井にとっては楽しいものだ

った。

　三ヵ月ほどでラインが完成した。試作品の製造をしてみると、全く問題はなかった。試作品が

そのまま製品として売り出すことができるものになった。米沢はこの時とばかりに、さまざまな

方面に誇大広告と思えるような宣伝を大量に打った。

「大きい、重い、高い。こんな商品が今時、売れるわけがないだろう。家電の量販店に行けば、

安くて軽くて小型で、多機能で、その上数値的には《望郷Ⅴ》よりはるかに性能の良いミニコン

ポがいっぱいあるじゃないか。こんなもの売れるわけがない」

「そうですねえ。価格設定が、非常識なほど高額になっています。いくら品物が良くても音楽を

聴くのに、これだけのお金を使う人はそれほどいないのではないかと思えます」

　一道も桜井も《望郷Ⅴ》は自分たちが開発した自信作ではあったが、一般受けする商品にはな

らないと思えた。

　ところがしばらくすると、またも米沢の宣伝戦略が功を奏したのだろうか、一道と桜井の予想

に大きく反して、多量の注文が連続して入ってくるようになった。それは一本の製造ラインでは

間に合わないほどになり、二本目のラインの準備を始めなければならなかった。

「こんな商品が売れるなんて、世の中がおかしくなっているぞ」

「そうですねえ、こんな高額なお金を音楽を聴くために出費するというのはどんな人なのでしょ

うねえ」

　二人は《望郷Ⅴ》の売れ行きに、世の中の動きが分からなくなったのを感じた。

 
                        （四十二）
 
「この日は工場を休みにするので、男はスーツにネクタイを締めてきてくださいよ」

　神津が一道と桜井に案内状を渡しながら言った。中を見ると〝カミツ工業株式会社、社長交

代式〟と見出しに書いてある。会場は高級ホテルになっている。

「俺の結婚式を利用して、毅君を次期社長として紹介してから何年経っているんだ！どうせその

間《望郷》が売れすぎて金儲けに忙しすぎて交代する暇がなかったのだろう。今は金を儲けす

ぎて、腐るほど貯まったから社長の座を譲るんだろう」

　一道は白けた雰囲気になった。

　当日は工場は稼働していなかったが、出勤日ということで無理矢理、全従業員がホテルに集め

られた。



　会場は一般的な結婚式の三倍もあろうかと思える広さの部屋だった。前の方に座っているのは

大人数の神津の親せき縁者だった。司会はプロに頼んでいた。

　会合は二部形式になっていて、一部では経過報告、新社長あいさつ、業者祝辞、従業員代表祝

辞などがだらだらと続いた。最後に、神津が立った。彼は感動した面持ちで、これまで会社を大

きくしてきた自慢話を長々とした後、最後に、

「・・・たとえ業績が上がらなかったといたしましても、あと五十年くらいは操業が続けられる

だけの経済的基盤をつくり上げました。どうか信頼と安心のお取引を今後とも息子である新社長

に対しまして引き続きよろしくお願い申し上げる次第です。今後私は、熱海に購入しております

温泉付きの別荘で、毎日、ゴルフ三昧でおいしいものを食べ、のんびりと余生を楽しむ所存でご

ざいます」と満足そうに話を終えた。会場からは義理のような拍手がした。

　会合の雰囲気は、業者は取引上の付き合いから参加しており、従業員は仕事だから仕方がなく

来ているので、盛り上がっているのは神津一族だけだった。

　社員にとっては、同族会社なので社長が親から息子に変わろうが大差はないと思え、それほど

関心のあることでもない。いわば同族の喜びを増幅するために取引関係者や従業員が利用されて

いるようなものだった。多くの社員が慣れない会合や会場で、気疲れがして嫌気がさしていた。

　いい加減うんざりしたところでやっと一部が終わって二部になり、食事が出てきた。食事の時

間の間、室内管弦楽団が出てきて生の演奏をＢＧＭがわりにやった。さらにその後はプロの歌手

や芸人が出て来て、慣れた歌や演技を見せていた。そして、終わりには一人ひとりに豪華な記念

品が配布された。

「こんな無駄金を使う余裕があるのならもっと従業員の給料を増やしてやれよ」

　一道は苦々しそうにつぶやきながらホテルを出た。

　社長交代式を終えてから、前社長の神津夫婦はあいさつでも言っていたように、すぐに熱海の

別荘に移り住んだ。

　神津は工場近辺の不動産以外にも、熱海に限らず全国のリゾート地に別荘や土地を買いあさっ

ていた。それらは年々値上がりを続けている。あいさつで、不況でも五十年間会社が維持できる

、と言ったのは大げさな表現でもなかった。

　毅が新社長になって最初に工場に来た時には、一道に向かっていきなり、

「私のことを毅君と呼ぶのはやめろ。従業員の手前もあるだろう。これからは社長さんと呼べ」

と不機嫌そうに言い放った。そのくせ一道を呼ぶ時には年上にもかかわらず、父親が呼んでい

た「一道君」を引き継いでいた。

　それからも時々、工場に顔を出すと必ず一道のいる部屋に立ち寄った。そしてうろうろと何か

を探すような様子だった。一道たちが新しい製品を開発していないかどうかを調べているのだ

った。

　そういう時でも一道の方から毅に話し掛けることはなかった。一道は「社長さん」と言って話

をしなければならないのを極端に嫌っていた。だから、毅はひと言もしゃべらずにまた、工場へ

降りて行くことが多かった。

「小さいころから神経質なガキだった。買いたいものが手に入らないと、どこであろうが座り込



んで、ギャーギャーと両手を振り回してわめいていた。わがままな男だ。あんなやつのところへ

嫁に来る女などいない。一生涯、ひとり暮らしだろう」

　一道は毅が部屋を出るとすぐにわざわざ大きな声で言った。

　日頃は、毅はあまり工場の方には顔を出さなかった。米沢も同じだった。理由は、工場はうる

さいし、暑いし、寒いし、むさ苦しいということだった。二人は工場よりも快適な本社ビルの方

に居座った。

 
　　　　　　　　　　　（四十三）

 
　昼食時間になった。一道の弁当箱は蓋がうまく閉まらなくて汁がこぼれたりするので、新聞の

折り込み広告などで二、三重に包んでいた。彼はその広告のチラシを開いて桜井と一緒に食べ始

めた。そして何気なく皺になったはチラシに目がいった。それは大型カー用品販売店のバーゲン

の宣伝だった。その中で彼の目が吸いつけられたものがあった。バッテリーの値段だった。

「普通乗用車用のバッテリーが二千九百八十円か、これは安いなぁ」

　一道は自分の車は所有していなかったので、自動車につけるためにバッテリーの広告を見たの

ではない。それ以外の利用の方法が頭の中に浮かんできていた。

「十個買っても三万円、二十個買って六万円。二十五個買って三百ボルトか」

「そんなにバッテリーを買ってどうするんですか」

桜井は食事をしながら不思議そうに一道の顔を見た。

「いやいや、一度やってみたかったことがあるんだ」

「何をしたいのですか」

「真空管アンプの電源をすべてバッテリーで補給すれば、真空管の本来の音がするのではないか

と思うんだ。やってみたくても、バッテリーがあまりにも高くて、できなかったが、一個三千円

くらいであれば、やってみようかという気になった」

　一道の食事の箸が止まる。

「それはまた、楽しみが増えるような話ですね」

　桜井も興味をそそられる。

「ヨーシ、食事が済んだらバッテリーを買いに行こう」

　今度は忙しく箸を動かせて食事を終えた。一道は自分から話しかけることはほとんどない毅に

、

「試作機を作るので十万円出せ」と言って、不満そうな毅から金を出させた。それからチラシ

のカー用品店に行ってバッテリーを三十個買った。会社のライトバンに積むとその重さに車体が

かなり沈んだ。

　バッテリーは工場の駐車場から一道の部屋まで何回にも分けて汗だくになって二人で運び込

んだ。

「とりあえず、Ｂ電圧が少し低めでも十分に働いてくれる２Ａ３で鳴らしてみよう」

　一道はこう言って、２Ａ３アンプの配線を外部電池に接続できるようにした。



「２Ａ３と６ＳＮ７のカソードについている自己バイアス用の抵抗もコンデンサーも必要ありま

せん。第一グリッドの方にバッテリーから負のバイアス電圧を取れるようにして接続してやれば

不要です。そして６ＳＮ７のプレート電圧も２Ａ３のプレート電源からバッテリー三個ほど手前

の端子から取ってやればちょうどいい電圧になります」

　桜井はおもしろそうに言う。

「ホーッ、こうすると、一つの２Ａ３アンプには一つコンデンサーしか使わないことになるなあ

。どんな音がするか楽しみだ」

　一道は声を弾ませる。

「最後にヒーター電源をどうするかだが、バッテリーは12Ｖなので、家庭用電気コンロのニクロ
ム線でも使って電圧降下させようか。少々電気の無駄遣いにはなるが・・・」

　一道は少し困った顔になった。

「鉛蓄電池は構造上、一つのセルが二ボルト少しの電圧になります。ですから、自動車用は十二

ボルトですので六個のセルを直列につないでいます。バッテリーの上部のセルとセルの間の接続

部分にドリルで何カ所か穴を開ければ、直列につないだ結線部分を切り離すことができます。２

Ａ３の消費電力からすれば、バッテリーひとつの六個のセルを並列につないでやれば、十分な

時間、灯り続けます。６ＳＮ７の六・三ボルトはバッテリーのセルを三個ずつに分ければちょう

どいい電圧になりますし、消費電力はわずかですので、ひとつのバッテリーで二個分を灯しても

余裕です」

「なるほどなあ、うまく電圧が合う。やはり、真空管は本来、鉛蓄電池で利用することを考えて

いたのだな」

　一道はいつも壁に当たると、その壁をいとも簡単に桜井が乗り越えさせてくれるのを感じて

いた。

　一道は早速一つのバッテリーにドリルで穴を開けようとした。

「三津田さん、ちょっと待ってください。バッテリー液は希硫酸ですので危険です。先に全部、

金属ではない容器に電解液を抜いてから作業して下さい。金属に触れさせると反応して水素を発

生します。そして皮膚についたりしたら、その時は何ともないかもしれませんが、水分が蒸発し

ますと濃度が増しますので、皮膚と反応して火傷と同じようなりますからすぐに十分に水で洗っ

てください」

　桜井が心配そうに言った。

「桜井君は、何でもよく知っているなあ。君みたいな優秀な人材がうちのような会社にいてはい

けない。もっと有名な大企業に行って出世をした方がいいぞ」

　一道は桜井の優秀さを知るたびに嬉しさを感じた。

バッテリーは桜井が言う通りセルとセルを直列に接続している辺りに穴を開けると簡単に切断が

出来てリード線を取り付けることができた。

　二ボルト用と六ボルト用のバッテリーの加工は順調にできた。バイアス電源には微妙な電圧の

調整が必要だったので、アッテネーターを取り付けた。

　いつものことだったが二人は、工場の就業時間が終わってからも製作を続けた。工場に人がい



なくなり静かになってからの方が作業に集中できた。

　夕食時になって、和美が明美を連れて食事を持って来た。皆で一緒に食事をしてから、和美は

工場の清掃を始めた。

　その間、一道は明美の相手をおもしろそうにしていた。明美は、早くも、危なっかしく歩き回

るし、片言でよくしゃべる。それは両親の無口さを取り返すためのようにさえ思える。その間に

も桜井は、手際よく配線を進めていく。

「安全のために、バッテリー一個ずつに五アンペアのヒューズを取り付けて直列に接続しておき

ます」

　桜井の作業は確実で早い。和美が清掃を終えた時には、Ｂ電源、ヒーター電源、バイアス電源

と完成していた。和美は明美の手を引いて、

「今夜は遅くなりそうねえ」と言ってマンションへ帰って行った。

「ついでに、ＣＤプレーヤーの電源も電源トランスを外して、バッテリーから直接、接続してお

きます。こうすると、百ボルトの電源からは完全に分離させることができます。電灯線を通して

進入してくる雑音をシャットアウトできます」

　桜井の手先はますます器用に動いた。

すべて完了したのは、終電車が通過して、その後の線路点検用の車両が通過した後だった。これ

以降は線路を通過するものは何も無い。あたりは静まって時々、遠くで車のエンジンをふかす音

が耳に入ってくるくらいだ。

「さあ、完成だな。スピーカーとＣＤプレーヤーをつないで音出しをしようか」

「そうですねえ。ちょうど周囲も静かですし、いいですねぇ」

　二人はこういう時の、いつもの期待と緊張のこもった表情になっていた。

　電源のスイッチは三電源にそれぞれつけておいた。まずヒーターのスイッチを入れる。百ボル

トの電源トランスを使うよりも早く力強く赤熱するように見える。そしてＣ電源、Ｂ電源とスイ

ッチを入れた。配線は単純なものだったので特にテスターを使って電圧などの測定はしなかった

。二人はアンプやバッテリーに鋭い目を向けて異常はないかを確認する。全く異常は起こらない

。

　懐メロのＣＤをプレーヤーに入れる。突然、イントロが部屋中に鳴り響く。その音を聞いた瞬

間に、二人の顔が一瞬驚きの表情になり、それから感激の面持ちになった。

「ヤッターッ！大成功だ」

　二人は思わず握手を交わす。バッテリー式２Ａ３シングルアンプの音は電源トランス式に比

べて、これが同じアンプなのか、と思えるほど全く別次元の音質だった。

「音が良いのか悪いのかを判断する時、僕たちは無意識に、これまでに聞いていた音と比較しな

がら判断をしています。もし、ただひとつだけのオーディオ機器の音しか聴かなかったとすれば

、音の良し悪しを判断することはできません。音が良いか悪いかはそれを判断する人が以前にど

れだけの音を聞いてきたかによって判断が変わってきます。目の前でさまざまな機器の音を聴き

比べるのであれば判断は正確になってきますが、これまで聞いた機器を全部、並べるわけにはい

きませんので、当然、過去に聞いた音については記憶をもとに判断することになります。その記



憶の感覚は、さまざまな、その人自身の思いこみなども含めて、条件によって変化します。そう

いう不安定要素のある過去の感覚と現在の音とを比較するわけですから本人も気がつかないうち

に判断を誤る場合が多いのです」

　桜井が感激の面持ちで勢いよく話す。

「この２Ａ３バッテリー式の音はこういった音の判断原理を寄せ付けないものです。原音そのも

のに近いですから比較のしようがありません。この音が悪いというのであれば、それは録音が悪

いと言えます。入力された音の信号に対して、まったく色付けされない、そのままの音です。往

々にして音の良し悪しの判断は、アンプによって色付けされた、その色付けの具合いに対して良

い悪いと感じている場合が多いのですが、この２Ａ３の音はその判断基準を超越したものです。

この音を聞けば、多くの音の良いといわれるアンプから出てくる音がいかに色付されているか

がはっきりと分かります。例えて言いますと、これまでのアンプは、絵を描くのに画布自体に色

がついているものを使って描いているようなものです。それ対して、この２Ａ３は、真っ白なキ

ャンパスの上に絵を描いているのに例えられます。過去に聞いた音と比較ができるのは、キャン

バスの色合いであって、真っ白なキャンバスに対しては比較のしようがないのです。この音こそ

音質評価の機軸にすべきです」

　桜井の長い持論に一道はめずらしく眠むそうにならなかった。２Ａ３の音が彼の心に染み入っ

ているようだった。

　二人は朝方までさまざまな音楽を聞いた。曲が変わるごとに、新鮮な感動と驚きを与えてくれ

る音質だった。二人は永遠に聞き続けても飽きることがないように感じていた。

 
                      （四十四）
 
　桜井が古いギターを持って工場の方に降りようとしていた。一道はそれを何気なく見ていた。

「そのギターは、捨てるのかい？」

「はい、もう長年使って古くなったので捨てます。響きの良い少し高価なギターを新しくい買い

ましたから」

　桜井はギターを振りながら下りて行こうとする。

「もったいないなあ。俺におくれよ」

「どうぞ、捨てるものですから」

　一道は桜井からギターを受けとると弦を弾いたり、ボディーをたたいたりしていた。

「ボディーはなかなかいい響きをしているなあ。これは、ひょっとしたら面白いかもしれない」

　一道は何かを考えている様子だった。

「何かに使えますか？」

　桜井が不思議そうに尋ねる。こういう一道の知恵のをひらめきには桜井は今までに何度も驚か

され、感服している。

「これをスピーカーボックスにしたらどうだろうか。しかも、スピーカーユニットをボディーの

中に向けて取りつけたらどんな音がするだろう？ひょっとしたら、ギターの生の音に近い音がす



るのではないかと思うが・・・」

「ハァー、それは予想がつきませんねぇ。でも、弦の代わりにスピーカーのコーンを動かすわけ

ですから、理屈的にはこのボディーの中で共鳴する音は実際に弦を弾いて出てくる音とそれほど

大きな違いはないような気がします。ただ、解放されたスピーカーの背面の音波がどのような干

渉するか、これはやってみなけれは分かりません」

　桜井は首を傾けながら言う。

「それじゃ、やってみようか」

　一道は早速ギターの背の部分の中央あたりに十三センチフルレンジ用の穴を開ける。そして気

密がしっかりと保たれるようにスピーカーを取り付ける。それを２Ａ３バッテリーアンプに接続

する。

「ギターだからギターの曲を聴いてみようか。そうだ『湯の町エレジー』の始ののところはギタ

ーだけの演奏だったなぁ。あれを聞いてみよう」

　一道は懐メロＣＤの中から『湯の町エレジー』の入っているものを探してプレーヤーにかける

。すぐに哀調を帯びたギターの音色が指向性を感じさせない広がりで部屋一面に響く。工場は操

業中で騒音は連続して聞こえているが、ギターからは明瞭な輪郭の音が出て周囲の雑音が気にな

らないほどだ。

「これは、また、すごいことになったぞ。ギターそのものの音じゃないか」

　一道は分厚い手のひらでひざを打ち鳴らしながら大声を出した。

「そうですねえ。まともにギターの音ですねえ。スピーカーから出ているとは思えません。考え

れば、現にギターから出ているわけですから、ギターの音に間違いはありません」

　二人はさまざまなジャンルの音楽をかけて聞いてみる。それでわかったのは、ギターの音はよ

く響いて大きく聞こえるが、それ以外の人間の声や楽器は音が隠れ気味になることだった。

　音源にスピーカーボックスになっている楽器と同じ種類のものがあるとその楽器の音が大きく

共鳴するのだった。考えれば当然のことだったが、実際に聞いてみるとギターとそれ以外の楽器

の音がかなりの音量差になるのに驚いた。

「これは面白いことになったぞ」

　一道は目を輝かせる。

「それでは、ギターだけの曲を聴いてみましょうか。『アルハンブラの思い出』というのがあり

ます。まず僕が下手ですけれども始めの部分だけ実際にギターを弾いてみます。その後、ＣＤを

聴いてましょう」

　こう言って桜井はスピーカーユニットをつけたままのギターで初めの部分を弾いた。次にＣＤ

で同じ曲をかけた。音量は実際の演奏と同じ程度にした。結果は、生の演奏とほとんど変わら

ない。

「ウーム！」

　二人は唸った。

　その時、毅が階段をドタドタと上がって部屋の中に入ってきて、怒鳴った。

「就業時間中に、テレビを見たりギターを弾いて遊ぶなと親父から言われていただろう・・・」



　毅は何か続けて言おうとしていたが、実際にギターを弾いているのではなくて、スピーカーを

つけたギターから音が出ているのが分かり、一瞬おどろいて立ちすくんだ。それから曲の最後ま

で聞いて、

「オーッ！これは素晴らしい。下で聴いていたら実際にギターを弾いているものと思った」

　毅は感嘆の声を出した。

「それはそうじゃ。本物のギターから音が出ているんだから本物の音にちがいないだろう」

　一道はおもしろそうに言う。毅はいつもの不快な顔もせずに腕組みをしてしきりに何かを考え

ている。

「それじゃ、さまざまな楽器にスピーカーをつけて、それぞれの楽器の音を出せば、ほとんど生

の音に近い音が出るということか」

「そうですねえ。いろいろな楽器が一緒になって演奏されたものを録音したＣＤからひとつの音

源の波形を電気的に抽出するというのは、非常に難しいと思いますが、例えば特定の楽器にその

楽器の混合された音波を共鳴箇所に流せば、その楽器に最もよく共鳴する音が強調されて出てく

ることは間違いありません。ちょうど、ロー・ハイ・パスフィルターがあるように、物理的な波

形パスフィルターになります」

　桜井は丁寧に答える。聞いていた毅の顔が金儲けのネタを見つけたような表情になった。

「それじゃあ、一道君、今から社長命令を出すよ。できるだけ多くの楽器を購入して、それぞれ

にスピーカーをつけて、まるで目の前で生の演奏をしているような音を出しておくれ。ステー

ジは、本社の三階が物置になっているから、あそこを改装して、舞台とホールを造るよ。そこに

設置しておくれ」

　毅は珍しく元気な声を出す。途中から米沢も来ていたが、彼が身を乗り出した。

「そして、その、日本初の試聴室を全国に宣伝して、人を集めましょう。そこに、《望郷》シリ

ーズを展示して、いかに優れたラジオやアンプであるかを納得させましょう。この企画は、マス

コミも取り上げてくれるでしょうし、売り上げを飛躍的に伸ばすことができますよ。いやいや、

国内にとどまらないでしょう。世界で初めての試みに違いない、この楽器スピーカーは世界中の

話題になって世界中で《望郷》が売れるようになるでしょう。プロジェクトに名前をつけまし

ょう・・・そうだ、『原音再生プロジェクト、世界初楽器スピーカーシステムの驚異』と命名し

ませんか？」

　米沢は目をキョトキョトさせている。

「そんな調子のいいことを言っているが、これには金がずいぶんかかるぞ。楽器を買ったり、木

管楽器はスピーカーとの接続部分にはそれぞれに合った形のものを作らなけれはいけない。たか

がバッテリーを買う十万円を出すのにさえ、ブツクサ言ったくせに、本当に金を出す気がある

のか？」

　一道はわざと白けた雰囲気をつくって言った。

「いやいや、大丈夫だ。生演奏のように聞こえるのであれば、いくらでも金を出すから、最もい

いものを作ってくれ。あの時は一道君の不遜な態度が気に食わなかっただけだからさあ」

　毅の声は弾んできていた。



 
　　　　　　　　　　　（四十五）

 
「こんな訳の分からない事があっていいのかしら。世の中、何かおかしくなっている。ねえ、あ

んた」

　和美が銀行から送られて来たマンションのローンの明細書を見ながらあきれた顔をしている。

「ナーニ、ナーニ、なにがおかしいの？」

　言葉をよく覚えてきた明美がうれしそうに寄って来て和美の持っている明細書を取ってクシャ

クシャにする。それを一道が取り上げて見る。かなり前からだったが明細書の右端の欄に「未払

い利息」という項目があって、ローンを支払うたびに増えていた。

　和美は決められた金額を毎月払い込んでいるのに残高が増えていくのが納得がいかない様子だ

った。夫婦にすれば残高は気が遠くなるほどの高額だったが、月々少しずつでも元金に払い込ま

れて減っていけば、いつかは払い終わるという慰めになった。

　ところが金利が上がり過ぎて、月々のローンの支払い額、全額を利息に充てたとしてもなお不

足になって未払い利息として増えてくるのだった。月々支払っているのに借金が減るどころか果

てしなく増えてゆく。

「確かに、世の中、何か間違っている。普通じゃない。いつかはつぶれてしまうに違いない」

　一道は腹立たしくなった。一道が購入したマンションは神津が言ったように確かに急速に値上

がりをしていった。現在の売り買いされている値段は、すでに購入金額の一・五倍弱になり、一

道夫婦にすればそんな高額な財産を自分たちが持っているという実感は湧かなかった。

　子供の養育費が増えて、二人の稼ぎでは生活できなくなるようであれば売却を考えたが《望郷

》シリーズの順調な売り上げのおかげで、カミツ工業としては会社始まって以来の大幅な増益が

続いていた。さらにその利益のほとんどを不動産に注ぎ込んでいたので、会社の資産は天井知ら

ずに伸びていた。

　そのおかげで一道夫婦の給料も値上げをしてくれた。子供の養育費や生活費の上にローンを払

っても貯蓄ができるようになっていた。しかし、二人には支払いをすればするほど借金が増える

ということが金融機関の仕組みであるとしても納得することができなかった。

　一道は世の中の状況に漠然と腹を立てながらも、日々の仕事はまるで趣味のように楽しくやっ

ていた。

　スピーカーで直接、本物の楽器を鳴らす作業は、工場の部屋でひとつひとつの楽器にスピーカ

ーを取り付け、納得のいく音が出るまで調整してから、本社の三階へ運んだ。その展示室兼試聴

室はフロアの広さは百五十畳位で、それに五十センチほどの高さの舞台が三十畳ほどあって試聴

室というより小さなホールのようだった。

　バッテリーは舞台の下の空間に置いた。今度はバーゲンのものではなくて、もっと容量の大き

い高額なバッテリーを大量に並べた。水素ガスがたまる可能性があるので、換気用のファンも取

り付けた。

　弦楽器へのスピーカーの取り付けは、比較的簡単だった。それぞれの楽器の音階にあったスピ



ーカーユニットを選んで取り付けた。鳴らすアンプは２Ａ３が最も自然な楽器の音を出した。最

も大きいウッドベースには三十センチウーハーを取り付けて、３００Ｂパラシングルで鳴らした

。

　木管楽器や金管楽器への取り付けは試行錯誤の連続だった。結果的には一つひとつの楽器に合

わせてスピーカーと接続する接合部を製作した。金管楽器には鋳物工場に頼んでぴったりと合う

ものを作ってもらった。木管楽器には松次郎に頼んで、一本の木材をくりぬいて作ってもらった

。

　弦楽器の場合はひとつの楽器で、その楽器の持っている高音から低音までの音を出すことがで

きたが、管楽器の場合は、音階の違いにしたがって共鳴部分も変化するので、どうしてもひとつ

の楽器では固定された共鳴部分の音階は強調されるが、それ以外の音階は弱められる傾向が強い

。

　それで管楽器については同じ楽器を三個使用して、それぞれ高中低の音を出す共鳴状態に固定

して同時に音を出すことにした。

　管楽器はすべて３００Ｂシングルアンプで鳴らした。そうすると三個の楽器の高中低の音のつ

ながりが予想した以上にうまく鳴り、管楽器の力強さと柔らかさが見事に表現された。３００Ｂ

シングルの音質は管楽器の音を出すとき、その真価が発揮されるように思えた。

　さらに苦労したのは人間の声だった。色々と長時間をかけて実験してみたが結局、人間の声帯

から喉や口腔の状態を調べ、同じような形の空間部分を松次郎に頼んで木材で作ってもらった。

さすがに一つの木材から作るのは難しいので縦に割った状態で左右を別個に作ってから張り合わ

せた。

　また、人間の声の場合は、子供、大人、男性、女性と音階のバリエーションが多いため、五種

類の共鳴部分を作ってもらう。

　人間の声のアンプには６ＺＰ１パラシングルが音質的にふさわしいと思えていたので、それぞ

れ個別に五個のアンプをつないで鳴らした。これも大成功だった。子供たちの歌う童謡から男性

演歌歌手の響きまで、違和感なく口の部分から溢れるように音が広がってきた。

　さらに、ドラムや太鼓にも一方の震動部分の中央を切り取ってユニットを取り付けた。またパ

ーカッションには、ツイーターの振動部分に接触する直前くらいまで近づけて共振するようにし

て取り付けた。

　楽器の種類の多いこともあり、これらの作業には非常に時間がかかった。さらにそれぞれのア

ンプにロー、ハイパスフィルターを周波数を設定しながら追加した。

　一道と桜井は寝食を忘れたように製作を続けていたが、一年たっても完成しなかった。それで

もどうにか少人数の演奏の音楽には対応できるまでにはなった。

「これでピアノの無いジャズくらいは、すべて実際の演奏と同じ楽器で鳴らせるだろう。一度、

接続して実際に鳴らしてみるか」

　作業が深夜まで続いていた時、一道が両手を挙げて背伸びしながら言った。

「それじゃ、ジャズのＣＤの中で準備の出来た楽器だけで演奏しているものを捜してきます」

　桜井は一度、工場の自分の部屋に行き、ＣＤを持ってすぐに帰って来た。二人はそのジャズ演



奏の楽器に合うように楽器スピーカーやアンプをセッティングする。準備が完了した時は、朝方

に近かった。

「さあ、いよいよ、鳴らしてみるか！」

　二人は今までの新作のアンプの鳴らし初めでも、感じたことのないほど大きな緊張感に包ま

れた。そして動悸がするのさえ感じられる。一道は無骨な手を震わせながらＣＤをプレーヤーに

入れてプレイのスイッチを押した。

　静まり返っただだっ広い空間に突然、力強いジャズの演奏が鳴り響く。あまりものリアルさに

二人ともしばらくは声も出せない。体も動かせない。こんな所でこんな時間に生の演奏が始まる

という、想像を超えた信じられない音場になる。

「鳥肌以外の何物でもない！」

　しばらくしてから一道は実際に鳥肌が立った太い腕をさすりながら緊張した顔で言った。

「奇跡に近いです。今、目の前に有名なアーチストがやってきて、手を動かし、足を動かし、口

を動かして演奏しているのが見えるようです。たった二人のために・・・ひっとすると、僕らは

世界で初めての実験を成功させたのではないでしょうか」

　桜井は信じられないことが眼前で行われているのを見ているような顏をしている。そして、膝

をガクガクと震わせている。

　曲が終わると二人は、演奏会場ででもあるかのように激しい拍手を送った。



（四十六〜五十）

（四十六）

 
　一道と桜井が『楽器スピーカーシステム』の完成に夢中になって日を過ごしているうちに、年

を追うごとにというより月を追うごとにと言った方が適切なくらい、世の中の経済が音を立てて

急速に崩れていった。

　景気後退というのは、徐々に悪化して知らぬ間に進み、気がついてみると景気が悪くなって

いた、というもののように思われがちだったが、今回は見る見るうちに崖から転落するように落

ちていった。

　米沢の必死の宣伝活動が続いていたにもかかわらず、あれほど売れていた《望郷》シリーズの

注文数は急激に減っていった。会社の利益は未だかつてない急カーブで減益になった。

　また、一道のマンションのポストに入っていた「売り物件求む」のチラシが以前は迷惑するほ

ど入っていたが、ほとんど入らなくなってきた。それと時期を同じくして、売りに出るマンショ

ンの値段が、信じられないほどの加速度で下落していった。

　神津や米沢が、世の中はいったいどうなっているんだ、と思っているうちに、カミツ工業も容

赦なく不況の滝つぼへと一直線に落ちていった。

　政治や経済などには全く無関心な一道でさえ、この異常事態に、

「やはり世の中が間違っていたんだ。大変なことになるぞ」と将来に不安を感じ始めていた。

　この不況への急降下の状態の中でも、『楽器スピーカーシステム』の製作は、一道と桜井で着

実に進められた。

　作業の進行状態は完成まで八十パーセント程度のところまできていた。試聴室ホールのステー

ジには、スピーカーを取り付けられた楽器とアンプがずらりと並び、壮観な景観になってきて

いた。次に取り掛かろうとしていた作業はピアノにスピーカーユニットを取り付けることだった

。

　工場に来ていた毅に一道が声をかけた。

「グランドピアノを買ってくれ。できるだけ良い音のする奴を頼む」

　これを聞いた毅の顔が憎々しくゆがんだ。

「お前たちは一体何を考えているんだ。このままいったら、一年もしないうちに会社はつぶれて

しまうんだぞ。これまでどれほど『原音再生プロジェクト』に金を注ぎこんできたと思ってる

んだ。それなのに、会社がこういう苦しい時に何の役にも立たない。これまでは、金のことにつ

いては一切、なにも言わなかったが、もう、それどころではなくなった。こんな状態の時に、ま

だ金を出せというのか、お前らに会社をつぶされたようなものだ」

　毅は怒鳴り散らして工場を出ていった。毅の豹変ぶりに一道も桜井も驚きを通り越してあっけ

にとられていた。

　確かに最近の工場の在庫の増加を見ると不景気であるのは分かっていたが、カミツ工業がそれ

ほど危機的状況にあるとは思わなかった。どうやら、工場自体の収益の悪化よりも手を広げてい



た不動産事業が壊滅的な打撃を受けているようだった。

　一道と桜井にとっては、いくら資金が無くなったからといっても『楽器スピーカーシステム』

の製作をこのまま途中で止める気には全くならない。

「会社が金を出さないと言うのであれば、俺が出してでも完成させる」

　一道の頑固さが顔に表れる。

「ええ、僕も出しますよ。歴史的な音響システムになるかも知れないのにここで止める訳にはい

かないです」

　桜井も珍しく意志の強い声を出す。

　ピアノが使われている演奏は非常に多い。ピアノの原音はスピーカーでは再生しづらい性質

を持っている。実際のピアノ音は波形が複雑なうえに、音波が放射される方向によって複雑に変

化し、さらにそれが絡み合って聞こえてくる。録音しずらく再生しづらい楽器がピアノだ。

　オーディオ機器の良し悪しを簡単に調べようと思えばピアノ音を再生すれば判断しやすい。そ

れだけに『楽器スピーカーシステム』から外す訳にはいかない楽器だった。

「それじゃ、中古のグランドピアノでも買おう」

　一道は電話帳で中古ピアノの業者を探して注文した。

　一週間ほどして傷だらけのピアノが視聴室に搬入されてきた。一道と桜井は、そのピアノを前

に考えこんでしまった。

　スピーカーユニットを取り付ける位置を決めるのが意外に難しい。さらに、音階の幅が非常に

広いので、ひとつのフルレンジスピーカーだけではカバーできなくて、複数つけざるを得ない。

どこでもいいから適当に穴を開けて取り付けてみて、実際に音を出してからだめであればやりな

おせばよい、という訳にはいかないだけに悩んだ。つける場所を決定する根拠になる判断基準が

絞り切れなかったのだ。

「どこでもいいような気がするし、どこでもだめなような気もする」

　作業は何時ものように深夜になっていた。一道はいつまでもブツブツ言いながらが考えこんで

いた。それからまたピアノのあちらこちらをのぞき込んだりし始めた。

　その時だった。急に胸が痛くなる。我慢できず床にうずくまる。しばらく横になっていれば収

まるかと思ったが、さらに胸が締め付けられるように痛く息苦しくなる。

　痛む部分が徐々に範囲を広げてくる。そして首から歯茎の方まで進んできて、歯全体がまるで

浮き上がったような感じになってくる。やがて胸に何トンもある巨大な岩を載せられている様な

苦痛に襲われてくる。

　今までに経験したことのない異常な痛みに一道はただごとではないと思った。

「桜井君、すまんが、和美を呼んでくれ。それから救急車も呼んでおくれ」

　一道は意識が朦朧としてくるように感じた。

　和美が来るのと救急車が到着するのとほぼ同じだった。一道はすぐに救急車に乗せられ、和美

が付き添って病院へ搬送された。

 
　　　　　             （四十七）



 
　救急車が走りだすと一道は気分の悪い横揺れや、寝たまま感じる加速減速の息苦しさに徐々に

意識が遠くなるような気がした。その中で、胸の苦痛が一段とひどくなっていった。こんなに苦

しいのなら死んだほうがマシだとさえ思えた。病院に着くとすぐに集中治療室に入れられた。

「九十パーセント以上の確立で急性心筋梗塞でしょう。急がないと厳しい状況です。すぐに循環

器の医師を呼びます」

　宿直の医師は心臓のエコー検査をしながら言った。

　一道は耐えられないような苦痛にさいなまれ、意識を失いそうになりながらも耳だけは良く聞

こえた。彼にはそれが不思議に思えた。ふと、通夜の時、死者の枕元でその人の悪口を言っては

いけない、全て聴こえていて死後の世界まで持って行くことになるから、と言われた事を思い出

した。

　心筋梗塞という言葉を聞いた時、彼は信じられなかった。いや、信じたくなかった。しかし、

大変なことになったという気持ちになった。同時に父親を思い出した。父親もこんな苦しい思い

をして死んでいったのかと思い、いとおしさを感じた。また、親子の宿業のようなものも感じら

れた。

　一道はやがて時間の観念がなくなっていった。それと目は開いてはいたのだろうが、目に写る

映像が意識の中に入って来なかった。ただ、妙にはっきりと聞こえる言葉だけで自分の状況を判

断していた。

　緊急手術をすることになった。心臓血管の外科の医師は宿直ではなかったが、すぐに自宅に連

絡して出動要請された。その医師が車で病院に到着するまでの間も電話で様々な指示がなされて

、その都度、一道の体に点滴のチューブなどが増えていった。

　どうやら手術のできる医師が到着次第、すぐに手術を開始できるようにしているようだった。

　一道は、ベッドの周辺で宿直の医師と車で移動中の医師との会話を聴きながら、自分の手術が

一刻の猶予も許されないものなのだということは理解したが、なぜか、自分のことのように感じ

られなかった。

　手術担当の医師が来るまでに服を抜かされたり、点滴を打たれたりしているうちに、一道は徐

々に意識が薄れていった。それにつれて苦痛も少なくなってくるようだった。どうやら耐えられ

ないような痛さに、自己防衛的に意識を失いかけているようだった。やがてほとんど痛みも感じ

なくなった。それどころか妙に平安な、静かな気持ちになった。

　・・・嗚呼、これが死というものだろう

　彼はそう思った。しかしそれは、いかにも自分自身として信じ難かった。まさかこれで生を終

えるとは信じられなかった。

　しかし、それからますます心が静まっていって、今置かれている状況との関係が遠いかなたの

もののように感じられてきた。逆に、彼のこれまで生きてきた人生が急速に近づいてきて振り返

られた。

　父親や母親に守られて、何の不安もなく育った幼いころ、あの懐かしいまたすばらしい鯆越

の山、海。そして旺盛な好奇心から作ったさまざまな真空管の機器と製作の喜び。



　そして悩める青春時代。仕事のこと、家族のこと。これらのことが人間としてのこの世の思い

出として、宝のように豊かに慈愛深く感じられた。

　同時に、これほどまでも、無限にある大切なものが死というものを通じてなくなってしまうも

のかと思うと、本当に勿体なくまた残念なものだと思えた。なによりも、あれだけ全力を注い

だ『楽器スピーカーシステム』が完成しないままに死ななければならないことは耐えられない思

いがした。

「あんた、手術が上手くいくように祈っているから、がんばってよ！」

　いよいよ手術室に入る時、和美が泣き声で言った。あれほど感情が表れない和美が泣いている

のだと思うと現実に引き戻されるように感じた。

　意識がもうろうとしている中で、手術は明け方までかかった。

　一道の梗塞状態は心臓の筋肉へ血液を送る太い動脈が全部、百パ—セント近く詰まっていた。

それで太股の動脈から通したカテーテルで詰まった血管を風船の原理で広げ、再度、詰まらない

ように血管の内側からステントと言われる金属製のスプリング状の梁を施術するものだった。

　それを五ヵ所も血管の中につけなければならなかった。

　一道は意識を失ったのか、眠ったのか分からなかったが、昼過ぎになって意識がはっきりと

した。

「ああ、俺は生きていた！」

　彼は何か大きな戦いを終えたような気分になった。

 
　　　　　　　　　　　（四十八）

 
　一道の闘病生活は長期間に渡った。入退院を繰り返しながら、一年半近くにもなった。良くな

って退院しても少しすると、不整脈が出てきて心臓が締め付けられるように痛み始めた。それで

また直ぐに入院することになった。その原因は一度、広げた血管が何度も詰まったり、他の部位

の中小の血管が新たに詰まったりしたからだった。

　結局、カテーテル手術では治療しきれなくなり、胸を切開してバイパス手術をした。腹部と腕

の静脈を切り取り、心臓の詰まっている動脈の代わりに接合した。

「体質的に非常に心臓の血管が詰まり易いタイプです。これだけ血管全体が詰まりやすいと術後

も充分に注意する必要があります。あなたの心臓はヒビが入って割れやすくなっている茶碗みた

いなものですから、絶対に無理をしないで大事に使ってください」

　手術した医師は一道に念を押すように言った。一道の心臓の筋肉は結果的に三分の二以上が壊

死してしまった。

　心筋は不随意筋で再生しないため、機能は落ちることはあっても回復する可能性は無かった。

残された機能は、体調のよい時でも数分間、ゆっくりと歩くことができるくらいだった。

　自転車にはペダルを踏む力を弱くすれば、どうにか買い物に行く程度は乗り続けられた。車の

運転は不整脈さえ出なければ自由に走らせることが出来た。

　急性心筋梗塞は一道自身にとって生死をさまよう重大な事態であったが、闘病中はカミツ工業



にとっても激変の事態になっていた。

　入院中や自宅療養中に桜井はしばしば一道のもとに見舞いに来ていた。また、松次郎も古市か

ら何度か出てきて一道の激励に来てくれた。その都度、桜井や松次郎は会社の状況や木工場の様

子をくわしく説明していた。

　一道は二人の話を聴きながらカミツ工業が急激に倒産への道をたどった様子が手に取るように

分かった。

　一道が倒れる前から世の中のバブルは急激にはじけ始めていた。国全体の経済が航空機が墜落

するように落下していった。その影響で《望郷》シリーズは信じられないほど注文が無くなった

。しかしこれだけでは倒産に至らなかった。

「あと五十年位は操業が続けられるだけの経済的基盤を作り上げました」と社長交代式の時に神

津前社長が言っていたように資産は充分にあった。

　皮肉にも倒産を決定付けたのはカミツ工業の資産のほとんどであった不動産の暴落だった。

　神津前社長は不動産の値上がりを見越して、銀行から多額の借り入れをして近畿圏に限らず全

国の不動産を大量に購入していた。その価格がこれもまた信じられないほどの速度で下落してい

った。売却しようにも買い手がいなかった。もし、買い手がつくほど価格を下げれば、売れば売

るほど莫大な借金が残ることになった。銀行への返済はすぐに行き詰った。

　まさに、あれよあれよと言う間にカミツ工業は倒産してしまった。

　米沢はいち早く、姿を消した。神津一家もいつの間にか雲隠れをした。後は破産管理人がいる

だけになった。従業員も全員解雇で、建物も全て明け渡すことになった。一道と桜井が全魂を傾

けて製作していた『楽器スピーカーシステム』も産業廃棄物と化した。当然、桜井も出て行かな

ければならなかった。

「城崎の実家に帰って、来年度の教員採用試験を目指して頑張ります。三津田さんのおかげで、

僕の人生にとって貴重な体験を積ませてもらうことが出来ました。ほんとうに有難うございま

した」

　最後に桜井が来たときしみじみと言った。

「・・・よかった。そっちの方がいい。桜井君はほんとうに秀才だからがんばってよ。それと、

松次郎さんのところへもお礼に行きたいのだけれど、こんな体だからとても遠出できない。もし

会うことがあったらよろしく言ってよ」

　一道は声を詰まらせた。

「はい、帰りに途中下車して、爺ちゃん婆ちゃんの家に寄るつもりですので、よく伝えておき

ます。三津田さんも病気に負けないように、いつまでも元気で暮らしてください」

　桜井は飄々として玄関を出て行った。桜井が帰って行った後、一道は、自分の人生の大きな何

かが終わったのではないかと感じた。さらに、ひょっとすると人生のすべてが終わってしまった

のではないかという思いがこみ上げてきた。

　和美は会社の倒産後は、すぐにパートに勤めに出ていた。朝、会社へ行く前に明美を幼稚園に

送り、帰りにはまた迎えに行って連れて帰って来た。その間、一道は一人で毎日、マンションの

自宅でゴロゴロするしかなかった。



 
　　　　　　　　　　　（四十九）

 
　土曜の夜、母親の民代を入院させている病院から連絡があった。

「お母さんが、かなり悪い状態になっていますので、明日にでも来院していもらえませんか」

　看護士が少し命令的な雰囲気の声で言った。かなり悪いというが、どのような状態なのか、具

体的な説明をしなかった。くわしく尋ねてもとにかく来てほしいと言うだけだった。

　翌日、和美も明美も仕事や幼稚園が休みだったので、一緒に行くことになったが、一道の心臓

の機能では、とても電車で母親の病院まで行くことはできなかった。高額になるとは思ったがマ

ンションから病院までタクシーで行った。

　病院に着き、母親のベッドの傍まで行ってみて驚いた。眠っている様子だったが、両手首を丈

夫なひもでベッドの端にくくりつけられていた。さらに、顏のいたるところに傷ができていて手

当てを受けていた。

　別室に案内されて、医者の説明を聞くと、一週間ほど前から急に言動がおかしくなったという

ことだった。柱に自分で頭を何度もぶつけたり、わざと廊下でつまずいて倒れたりして、体中に

傷をつけるようになった。他人に危害を及ぼすようなことはしないが、自分で自分を傷つけて何

かから逃れているような様子が出てきていた。

「この二、三日は、夜中に起き出して、窓から飛び降りるような仕草をしはじめました。それで

仕方がなく、おしめをしてベッドに検束をさせてもらっております。そして軽い睡眠剤で眠らせ

ている状態です」

　医者は親切に説明を続けてくれる。

「この病院には、入院時に説明させてもらったと思いますが、ほとんどの患者さんが寝たきりの

方ということで閉鎖病棟というのはありません。ですから、お母さん自身の身体を守るために手

をベッドに固定しているのですが、人権上の問題もありますので、もし、息子さんがひもを解い

てくれというのであれば、そうします。でも、それによって何かありました時には病院側としま

しては責任は負えません」

　冷静で少し遠回しな表現ではあったが、医師が言いたいことは、一道にはよくは理解できた。

　医者の説明を聞いてから再び民代のベッドの傍に行った。民代は眠るというよりも薬によって

意識がもうろうとしている様子だ。体を少し揺さぶって声をかけると目を覚ますが、半分眠って

いるような状態だった。それでもしばらくして傍に居るのが息子の一道であるのが分かったよ

うだった。

「一道か、よく来てくれたなあ。もう会えないかと思った。ずいぶん痩せたようだが、元気だっ

たか？」

　民代は夢見心地な雰囲気でゆっくりとしゃべる。一道の病気のことは母親が心配してはいけな

いと思っていっさい知らせていなかった。

「ああ、俺は元気そのものだぜ。お袋も元気出して長生きしないといけないぜ」

一道はできるだけ、元気な声を出す。



「いや、この病院は長生きをさせてくれないぞ・・・」

急に母親の声が小さく低くなる。

「ウチが、この病院の不正を見つけてしまったのよ。医者と看護士がぐるになって、患者の金を

好きなだけ盗んでいる。その証拠をウチが掴んだ。それからスキさえあればウチを殺そうとして

いる。今までに何度も殺されかけた。この顏を見てみろ。硬い棒で何度もたたかれた。それに一

道が来てくれるちょっと前には、和服のたもとにたくさんの石を詰められて、池の中に沈められ

ようとしたのよ。一道が来て命拾いをした」

　母親は周囲に聞こえないように内緒話のように、それでいて夢を見ているような話し方をする

。

「アレッ、明美ちゃんも来ていたのかね」

　民代の声が急に明るく大きくなる。孫の明美が来ているのに気がついたのだ。笑顔になって明

美を抱こうとして起き上がろうとするが、手首がベッドの金具に結び付けられているので起き上

がれない。顔をゆがめて必死になって両手をわなわなと動かしている。一道は呼びボタンを押し

て看護士を呼んだ。

「何があっても責任はこちらで取るので、お袋のひもをほどいてやってくれ。俺たちが帰った後

もそのまま自由にできるようにしておいてやってくれ」

「そうですか。それじゃ、ご家族の方の申し出ですのでほどきますが、危険な状態になる可能性

が十分にあると思いますよ」

「それでもいいからほどいてくれ」

　一道の了解を何度も確認しながら看護士は民代の手首の紐を解いた。民代はすぐに起き上がり

、明美を抱き上げる。幸せそうな笑顔になる。

　民代は、明美をひざの上に乗せて腕をさすったり頭をなでたりしていた。

　ベッドの枕元には大事そうにふろしきをかぶせて埃をかぶらないようにして置いているもの

があった。一道がふろしきをとってみると、そこには田舎の家で使っていた、彼が中学時代に修

理をした高一ラジオがあった。一道はそれを見ると、貧しくはあったが、母親も自分も元気で生

き生きと暮らしていた故郷での生活が思い出されて無性に悲しくなった。

　民代はなかなか明美を離さないので、結局、夕食まで病院にいた。帰りがけには、民代は孫に

も会えてうれしかったのか、顔の表情は明るくなって異常な言動もなくなった。一道たちは安心

して帰った。

翌日の昼すぎ、一道がいつものように一人で過ごしていると、病院から緊迫した声で電話が掛か

ってきた。

「お気の毒なことですが、お母さんが病院外で亡くなられているのが発見されました。至急、病

院にお越しください」

　受話器から看護士の甲高い声が響いた。一道はあまりにも突然だったので何をどう判断してい

いか分からない。驚きで心臓が動悸を打とうとしたが、機能の大半を失っている心臓にはその衝

撃の鼓動が打てずに、脈が飛んだり、空打ちするように動いたり、不整脈が続くようになった。

彼は自分で自分の気持ちを必死で落ち着けなければならなかった。



「詳しい状況は来院されてから説明しますので、とりあえずできるだけ早くお越しください」

　病院からの電話が終わっても一道の心臓の不規則な鼓動は収まらない。彼は和美の職場に電話

してすぐに帰って来るように言った。しばらくして、和美は幼稚園で明美を早引きさせて家に連

れて帰って来た。

　一道は娘がショックを受けたらいけないと思って和美と明美は家に残しておいて、自分ひとり

でタクシーで病院に行った。

　病院に着くと、母親はいつもの病室ではなく地下の遺体慰霊室に移されていた。顔にかぶせら

れていた白布を取ると異様に腫れている母親の顔があった。一道はまた、心臓が激しい動悸をし

ないように感情を抑えなければならなかった。

　看護士が事情を説明してくれた。昼食時になっても民代がベッドに帰ってこないので、病院全

体で探していた時、警察から連絡があった。病院の近くの高層団地の最上階の踊り場から飛び降

り自殺して亡くなった人が病院の患者さんらしい、ということで確認の依頼だった。行ってみる

と民代であったということだった。

　一道はこの後、極力感情を抑えてさまざまな手続きをした。和美に連絡をしてマンションの近

くの葬儀社に、最も狭くて安い式場を頼むように言った。

　彼は葬儀は家族だけの簡単なものにしようと思った。葬儀社から母親の遺体を迎えに来てくれ

た車に同乗して一道も病院を後にした。看護士が入院中の民代の荷物をまとめてくれていたが、

その中に高一ラジオがあった。彼には母親の唯一の形見と思え、かさばったが一緒に車に載せた

。

　葬儀には一道夫婦と弟と妹が集まっただけの質素なものだった。弟妹の妻や夫はそれぞれ所用

があって来なかった。郷里の叔父や叔母にも連絡したが、皆、距離が遠いので出席はできないが

、香典は送るということだった。通夜や葬式には僧侶も呼ばずにただ安置しているだけの葬儀に

した。

　葬儀が終わった後、弟や妹は死んだ母親よりも生きている自分たちの生活が大事とばかりにす

ぐにそれぞれ帰って行った。

一道の家には仏壇などというものはなかったので、骨壷はタンスの上に置いた。天井に近い片隅

にぽつんと置かれている骨壷を見ると一道は心の中にポカンと大きな空虚な穴が開いてしまった

のを感じた。

「嗚呼、これでこの世には、いろいろなことを聞いて喜んでくれる者がだれもいなくなった」

　一道は低い声でつぶやいた。

 
　　　　　　　　　　　　(五十)
 
　経済的に一道一家が現在のマンションで生活できるのは今月末が限界になる。好景気の時に貯

めた金はほとんど使い果たした。カミツ工業の倒産後、和美がパートで働いて入ってくる金額

では、ローンを支払って生活するのはまったく無理だった。

　マンションを売却したとしても、不動産の値段が急速に下落していて、ローン残高よりもはる



かに低い金額にしかならなかった。家を失う上に残った多額の借金を背負うことになる。

　残される方法はマンションも放棄する代わりにローンも払わない、いわゆる銀行にとって不良

債権にするしかなかった。銀行も、いくら払えと言っても払う能力も資産も無い者には、どうす

ることもできなかった。

　今まで支払った月々のローンは賃貸住宅で生活した場合の二倍近くの金額だったので、多くの

金を無駄にしたことになった。

「中学を卒業して、まじめにコツコツと働いて、年を取って残ったのは、借金と病気か・・・」

　一道は何度もこんな事をつぶやくようになっていた。

　以前住んでいたような安い木造のアパートにでも引っ越せば、和美の給料で、生活費を極端に

切り詰めれば親子三人の生活がなんとかできそうだった。ただ、階段の上り下りは一道の心臓に

負担がかかるので一階の部屋を探さなければならなかった。

「来週の日曜日は、仕事が休みなのでアパートを探してくるわ」

　和美の声には生活の苦しさがあまり出ない。感情が表に出ないこともあるが、どんな状況にな

ってもその中で生きる努力をするしかないという悟りのようなものが感じられる。

　母親の葬式を終えた頃から一道は右耳に異常を感じ始めていた。自然に治るかと思って放って

おいたが、徐々に悪くなってきた。

　周波数の低い音を聞くと、ちょうど上向きのスピーカーのコーンに小さな豆が何個か転がって

いるように、鼓膜が振動するたびにゴロゴロと雑音がするような状態になっていた。音が大きく

なればなるほど雑音も大きくなった。話をしていても、街中の騒音を聞いても左右の耳で違う聞

こえ方をするので不快感が募ってくる。右耳をふさいで聞こえないようにした方がまだ楽にさえ

思える。

　こういう症状が日を追うごとにひどくなる。医者に診てもらおうかとも思ったが、それでなく

ても、心筋梗塞の治療と薬代に毎月、かなりの金額が必要だったので、行かずに我慢をしていた

。

しかしやがて、音に接するのが非常な苦痛になってきた。音のしない所に居るか、耳を塞いでい

なければ絶えられない状態になった。どうにも我慢ができなくなって病院へ行った。

「基本的な検査をしましたが、鼓膜などには異常は見つかりませんでした。内耳部の方の伝達関

係のところに異常があるかもしれませんが、今のところ原因はよくわかりませんね。もしはっき

りさせるのであれば精密検査を受けてください」

　医者は機械的な話し方だった。一道は費用のことを考えると精密検査を受ける気にはなれない

。この耳鼻科の病院代で家族の三日分の食費が消えた。

　一道は首を横に振りながらマンションに帰ってきた。

「俺はもう一生涯、音を楽しむということができなくなるのだろうか。あれほど好きだったアン

プやラジオの製作も、二度と再び楽しむことができないのだろうか」

　彼は自分の人生が大きく変わったのを感じた。それは再び取り返しのつくようなものではない

と思えた。

　この数日、晩秋の寒暖の差が激しかったためか、明美が高熱を発して寝込んでしまった。夜に



なると熱が高くなり、明日は治療費がかかっても病院に連れていこうと思う。しかし朝になると

体温が少し下がるので、病院に行かないままになっていた。

　三日間、幼稚園を休ませて寝かせていたが、熱が下がらなかった。一道は、自分は早々と耳の

医者に行ったのに娘を病院に連れて行かないことが、心にしこりのようになり始めていた。自分

のためにはすぐに病院に行くくせに、かわいいい娘には治療費をケチって医者に連れていかない

のは親として情けないではないか、と自分で自分を責めていた。

　四日目の夜、明美はますます体温が上がってきた。そして熱に浮かされるように口を動かした

。

「スーパーマンっていいなあ。どこへでも好きな時に飛んでいけるものね。アケミは今は熱が出

てしんどくてどこにも行けないけれど、スーパーマンになって空を飛びたいなあ」

　今度は声を出して泣き出した。明美は以前、スパーマンの映画をテレビで見てから熱烈なフア

ンになっていた。

　一道は明美の熱で赤みを帯びた顔をしばらく見つめていた。

「明美ッ！ほんとうはお父ちゃんは、スーパーマンの親戚なんだぞ。自由に大空を飛べるぞ」

　一道は急に甲高い声で言った。明美の泣きべそをかいていた顔がパッと晴れた。　　

「お父ちゃん、本当に飛べるの？」　　　　　

「ああ飛べるとも。今までにお父ちゃんが嘘を言ったことはなかっただろう」

「そうだけれど・・・空を飛ぶのだけは難しいのじゃないかなあ」

  明美は不思議そうな顔をして一道の顔を見上げた。スーパーマンのことになると発熱のことも忘
れたように目を輝かせる。

「お父ちゃんは、明美が知らない間に、夜になったら屋上から飛び出し、自由に大空を飛び回っ

ているいるんだ。月まで行ったこともあるぞ」

「へえ、すごいなあ。でも本当かなあ。本当に月までいけるのかなあ」

「いつでもお父ちゃんが飛ぶ時には、明美はぐっすりと寝ている時だ」

「残念だなあ。今度、飛ぶ時には絶対に起こしてよ・・・でも本当かなあ」

  明美は半分不審そうに、半分期待したいような、そんな目で見ていた。
「でも、いつでも飛べるのなら、今でも飛べるでしょう。そうだ、お父ちゃん、これから飛ん

でよ」

  明美の顔がさらに輝いた。
「お父ちゃんが飛べるのはよく晴れた夜に、満月がこうこうと照っている時だけだ。その時に、

じっと、月の方を見ていると、お父ちゃんの体に、目に見えない大きな強い羽が生えてくるの

だぞ。そして、大空へ飛び出せば月であろうが、どへでも自由に飛んで行ける」

　一道は手を伸ばし、両腕をゆっくりと高く上げた。明美は布団から起き上がると窓のところへ

行き、ガラス戸を開け、首を突き出して夜空を見上げた。

「やったね、お父ちゃん。今夜は満月で晴れているわ」

　明美が元気な声を出した。一道も窓に行き顔を出すと、大阪には珍しく澄んだ夜空に輪郭のは

っきりしたほぼ真円に近い月がこうこうと浮かんでいた。



「さあ、お父ちゃん、行こうよ、屋上に」

　明美は風邪を引いていることを忘れたように動きが活発になった。

「熱が高くなったらいけないから、しっかり着込みなさいよ」

　和美は止めもせずに明美に何枚も重ね着させて身長と横幅が同じくらいにした。

「あんた、階段は大丈夫なの？」

「ゆっくり上れば大丈夫だ」

　一道は明美と手をつないで玄関を出た。最上階の十階までエレベーターで行く。そこから屋上

への出口までは階段を使わなければならない。一道は一段いちだん、ゆっくりと上がった。

　屋上へ出ると脱落防止用の腰ほどの高さの手すりにもたれるようにして月を見た。

「きれいねえ、お月様がこんなにはっきり見えるの、初めてよ」

　明美は夢を見るように月を見上げている。

  一道は両手を月の方へ大きく伸ばした。
「お父ちゃんの背中に乗って一緒に飛ぶと、落っこちてしまいそうだわ」

　明美が一道のズボンを引っ張りながら言った。

「大丈夫だ、しっかりと背中に乗って首に手を回しておけば、落ちることはない。さあ、そ

れじゃ、乗れよ」

  一道は、しゃがんで背中を低くした。明美はうれしそうに背中に乗るとしっかりと首に両手を回
した。

「さあいいか、立つぞ」

　一道は心臓の負担が限界に近いのを感じながらゆっくりと立ち上がった。

「ワァーイ、お父ちゃんにおんぶしてもらったの、だいぶ前だったよね。なんか、本当に飛べそ

うだわ」

「ああ、飛べるとも、必ず、月まで行けるぞ」

　一道は手すりをまたいで乗り越えて、そのまま手すりの上に腰を下ろした。眼下には月光に照

らされた地面がはるか下方に見える。腰を上げて一歩踏み出せば飛び降りることが出来る。明美

の両腕に大きな力が入るのが感じられた。

「お父ちゃん、怖い。本当に飛べるの？」

「本当に飛べるぞ。だけど、恐いのなら止めておこうか」

「いやいや、飛ぼうよ。お父ちゃんは嘘を言ったことはないものね」

  明美の声にはいつにもない緊張感がみなぎっていた。
  彼は大きく両腕を満月の方へ向けた。身体中に虚空を自由に飛び回ることができる強い羽が今に
も生えてくることを心より願った。一道は腰をゆっくりと上げた。

「しっかりと捕まっているんだぞ。それじゃ、飛ぶぞ！」

「いいよ、お父ちゃん！」

　いよいよ飛び降りようと体を乗り出した時だった。

「アッ、お父ちゃん、ちょっと待って！月のウサギさんが持っているのは餅をつく棒ではなくて

、お父ちゃんの好きな真空管だわ」



「エッ？」

　一道は明美の意外な言葉に驚いた。そして乗り出した体を戻して改めて月を眺めた。言われて

みると確かにそうだ。ウサギがＳＴ管を両手で持ってうれしそうにしているような姿だ。そう思

って見ると心が静まり、動悸が治まるような気がした。そして懐かしい桜井の言葉を思い出した

。

　・・・星々や巨大な島宇宙を生々滅々させるエネルギーと法則性を包含している真空は宇宙の

根源であると言えます。真空管はその宇宙の根源のエネルギーと法則性を働かせたものです

　桜井の純粋な優しい顔が瞼に浮かんできた。

　・・・俺も宇宙の中の一つだ。真空管のように、根源のエネルギーが残っている限り、それを

働かせるのがあるべき姿だ。まだ使えるのに割るなんてとんでもない。まして、娘を道連れにす

るなんて・・・

　一道の目から大粒の涙がポロポロとこぼれ落ちた。それが分かったのか、明美は父親の背中を

上るようにして四角い大きな頭を後ろから抱き締めた。そして、両手でこぼれる涙をぬぐった。

　一道は明美が落ちないように手を後ろに回してお尻をしっかりと支えた。

　涙はとめどなく流れた。明美は目隠しをするような手つきで一生懸命になって次から次にあふ

れてくる涙をぬぐっていた。

「あんた、何しているの？寒いと心臓にも悪いし、明美の熱がまた高くなるといけないわよ。早

く部屋の中に入って」

　ようやく涙が止まりかけた時、屋上への出入り口から和美の声がした。

　部屋に帰るとテーブルの上に卵焼きと〝カタクリコ〟が出されていた。一道は何度か和美に、

自分の幼い頃、病気した時に母の民代が作ってくれた食べ物のことを話していた。

「ワッ、おいしそう、早く食べよう、お父ちゃん」

　明美は体は冷えたが、気分が良くなったのか、明るい声を出した。

「お父ちゃん、うさぎさんの真空管が聞きたいわ」

　明美は卵焼きをほおばりながら言った。

「それ、何のこと？」

　和美は不思議そうにしている。

「真空管ラジオのことだ。そうだ久しぶりに高一ラジオを聴こう」

　一道は母親の病院から持ち帰ったラジオの電源コードをソケットにつないだ。そしてスイッチ

入れた。

　しばらくしてから、中学生のころの幸せな音が時の経過を超えて流れてきた。不思議と高一ラ

ジオの音は一道の右の耳にも快く響いた。

　その音を聞きながら卵焼きや〝カタクリコ〟を食べていると、屋上で感じていたものとは違

った、暖かい感情が胸いっぱいに満ちた。また、涙がこぼれそうになった。

　その時、明美の顔を見ると、人さし指を少し曲げたままで唇に当ててにっこりと笑った。その

笑顔を見たとき、一道の出そうになっていた涙が止まった。そして唇を左右に大きく引き締めて

、頑張るぞ、という表情をした。



　和美は二人には背中を向けてキッチンで食器の片付けをしていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）


