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6. 最初の就職 

6.1 就職のキッカケ 

旭製塩興業社のことで、大胆にも京都大学の菅原菅雄先生とご交際頂ける様になった。何

回か京都通いを続けたが、ある日、菅原先生から、「お前も何時迄もこんなことをしていないで、

就職する気はないか」というお話があった。現在の私の住所から通勤できる所を考えている。

工場長は私の教え子だから、聞いて呉れる筈であるとのこと。菅原先生の大変なご配慮である。

お陰で私は神戸製鋼所山田工場（現在の神鋼電機・伊勢工場）に就職した。  

神戸製鋼所山田工場は、戦時中、陸海軍の航空機に搭載する機上発電機を生産してい

たから、米空軍の日本本土爆撃が開始されると真っ先に爆撃され、機上発電機を生産してい

た 1 棟 2000 坪の工場 4 棟は、完全に破壊されていた。正門の奥にあった工場等は、陰も形も

無い有様だった。それでも正門の左側の本館事務所はそのまま残っている。 

 米空軍の爆撃は誠に正確で、機上発電機の工場から 100m も離れていない構内運搬車の

工場は、何も被害を受けて居らず、戦後真っ先に仕事を始めた工場は、その構内運搬車の

工場だった。その工場に配属された。 

 機上発電機には、聞く人によっては意外に思うかも知れない後日談がある。戦後前述の構

内運搬車もさることながら、金銭登録機や、電気ドリル、炭鉱用電池機関車、電気自動車、電

気バス等を生産した。電気バス等は全国に出荷され、東京都営バスとしても使われたが、いま

一つパッとしない。何か、昔の陸海軍に採用された機上発電機の様な、技術的香りのするもの

を作り度いという希望があった。そこへ降って湧いた様に持ち上がったのが、Bosch との技術

提携の話である。その当時既に神鋼電機（株）に迎えられて、我々の上司になっていた元・航

空技術廠飛行機部の、プロペラの大家だった増本大吉さんがその交渉の担当になり、あの当

時、未だ海外旅行が出来ない時代に度々ドイツに出張され、その土産話しをお聞きするのは

当時の楽しみの一つであった。 

 折角、降って湧いた自動車用発電機の技術提携の話は、増本大吉さんの大変な努力にも

拘わらず流れて仕舞った。その理由は、神戸製鋼所山田工場は、飛行機の機上発電機では

立派な技術を持っている。しかし、自動車の発電機はそんなに簡単でない。飛行機は一度飛

び上がったら一般に巡航速度。滅多なことが無い限りエンジンは止まらないし、回転数も一定

である。自動車はそうは行かない。アイドリングから低速回転、高速回転、エンジンブレーキ

等々、千変万化。飛行機野郎の発電機屋では話が通じないと言うのである。結局、その技術

提携の話は日本電装に決まった。 

 

6.2 昔気質の工員 

ある日、8 呎旋盤を扱っている工員が、当時、バイトの位置を微調整する時に使っていた黄

銅のノベ棒を片手に持ち、事務所へ来て私に「一寸、話があるから現場まで来い」と言って来

た。何か不服があるらしい。私は「何か用か？」と言って、後に付いて行った。8 呪旋盤の前ま

で来ると 1 枚の伝票を出し、「お前に、こんなことをする権利があるのか？」と言う。この工場は
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余りにも現場任せ。しかも末端の工員が勝手に自分のやりたい部品から加工をする。面倒なも

のは後回し。これでは予定が立たない。そこで私は加工伝票を発行し、それに加工時間と納

期とを記入して、素材と一緒に組長に渡す方式を採用した。現場組長の大部分は賛成したが、

1～2 の組長は首を傾げていた。多分、こんなことが起こると思っていたのであろう。 

  「俺はな、自分でやれば、この位で出来ると思っている時間の 2 倍の時間を記入して渡して

いるんだ。お前、こんなに時間を掛けても出来ないのか？俺がやって見せようか？」 

その工員は何も言わずに仕事をやり出した。それ以来、加工工程の改善の為に、ギヤーケー

スの治具を作ったり、加工手順の指示をしても反抗しなくなった。 

  同じ様なことは、戦時中から世間一般であったらしく、川棚工廠でも何時でもサボっている

徴用工がいた。その時は、全員の目の前で殴り倒して仕舞った。その後、その工員は規律を

乱す様なことは無かった。 

 

6.3 納期管理 

そろそろ私の存在を知った営業部員が、私を尋ねて来て 

「うちの製品は、納期に間に合ったことが無いんだ」と訴えた。 

「今度の鉱内電池機関車の納期は絶対に守って欲しい。で無いと、今後、注文が取れなく

なる」 

と言う。こうなると、組立の工程分析をして、部品の完成を組立の順序に合わせる必要がある。

機械工場の方は、前述の通り、何とか加工工程の管理が出来る様になったので、私は、組立

工場の方の工程分析に取り掛った。 

  もとより組立工場の方からすれば、樺械加工の工程管理が出来る様になったことは大歓迎

で、部品待ちの半製品の山が無くなる可能性がある。組立工場の工程分析は、現場組長の

協力で忽ち出来上がった。工場がこんな雰囲気に成って来たので、営業部員が再度私の所

に来たとき、 

「今度の鉱内電池機関車は、納期の 1 日前に完成させるから安心してくれ」 

「ええ、本当ですか？」 

実は、工程管理上は、もっと前に完成する様に計画して置いたから、十分余裕があったのだ

が、実際は宣言した通り、納期の 1 日前にテストが終った。部品加工の途中で鋳物の鬆（ス）

が見つかって、再加工をしたので、その余裕時間を費やして仕舞った。 

 

6.4 鋳物の鬆（ス） 

機械加工で一番困るのは、鋳物の鬆である。当時、Ⅹ線検査も無ければ、簡単な話、叩い

て見て、音で大きな鬆を見つけるという様なこともしていなかった。最後の仕上げ段階の加工

中に鬆が出ると泣けてくる。 

 私は、鋳物工場に文句を付けた。学生時代に習った経験では、あれだけの設備があれば、

やたらと鬆の多い鋳物を作ることに就いて、何か対策は出来そうなものである。海老原先生が
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言っていた真空鋳造ほど大袈裟でなくても良い。ほんの一寸の時間でよいから、湯の中に溶

けている気体を出す工夫をすれば良いのだと主張した。それに対し「市川さん！鋳物は金偏

に寿ですよ」という言葉が返ってきた。私は大声で怒鳴り付けた。仮にも神戸製鋼所という名

前の会社である。誠にけしからん。しかし、とうとう私が神鋼電機を離れる迄、取瓶（トリベ）に取

った湯に一寸真空（それも余り高真空でなくて良い）を掛けて、脱気する程度の装置さえも設

置されなかった。 

 

6.5 歯車比の計算 

「市川さん！市川さん！一寸来て下さい。大変です」ある日、現場から東浦工手が血相を

変えて、設計室に飛び込んできた。ウォ－ムホブの二番取加工中に、刃が切り落とされて、無

くなって仕舞ったと言うのである。ウォームホブの二番取の時には、製品になるべきウォームの

切れ刃の捻れ角に沿って順次、切り込み位置をずらす必要がある。製品を廻す主軸と刃物台

の送り軸との間に、そのずれを発生させる為にデフアレンシヤル・ギヤーをかます。 

「デファレンシヤル比の歯車の計算は、ミクロンのホブ盤に付いてきた表を使ったから、わしゃ

あ間違っておらんと思うんですがね」と東浦工手。調査をして見ると、ミクロンの歯車比の表は、

この場合は精度不十分であることが解った。その時は緊急だったので、Try＆Error 方式で

3.2019≒3.201＝（33×40）÷（97×25）という歯車比を見つけ出し、その場を凌いだ。 

しかし、何か定まった手法を生み出したい。そんな考えで頭が一杯の時、古川橋の電停前の

本屋「小川書店」で、藤村幸三郎先生の「最新数学パズルの研究」（最新と言っても昭和 8 年

4 月 5 日研究社発行定価金百円）という本を見つけた。その本の「小数を分数に直す」という

項目を見つけた時は欣喜雀躍した。「東京工学会」が発行した「整数の約数表」（昭和 10 年

11 月 10 日発行定価 50 銭）を利用したり、色々とトライをして見たが、近藤先生の「整数論」で

連分数を勉強し、連分数を使って小数点以下 7～8 桁迄正確に計算する方法を発見した時

は、歯車比の計算もこれで 1 段落。もうこれ以上の精度を持つ計算方法は無いだろうと考えて

いた。昭和 25～6 年頃のことである。 

  最近になって、パソコンがこんなに便利に使える様になったから、いっそのこと、20～120 の

数、A，B，C，D の組合せ（A/B）×（C/D）の全部に就いて計算し、数表を作ればホプ切りの

時、便利ではないかと考えた。一寸、どの位の本になるかを計算して見た所、組合せは、2 億

組、簡単に 1 頁 40 組を掲載するとすれば 500 万頁。これではとても本にならない。でも一度計

算してみようと思ってデファレンシヤル比 1.000－1.001 の狭い範囲についてプログラムを作り

計算させて見た。その結果は全く意外な結果が出てきた。一つの小数に対して何十組もの組

合せが在る。殊に或る小数 1.00000011920929 等は、40 組もの組合せが在ることが解った。こ

れは全くの驚異だった。 

  それに、如何に計算機は繰り返し計算が得意で、そのことを利用するのが計算機の醍醐

味だとは言っても、我々が手に入れることの出来るパソコンでは大変。このトライをする時には、

1 週間パソコンを走らせたままだった。その間、他の仕事が出来ず不自由をした。しかし、小数
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点以下 16 桁もの精度で計算できて、同じ小数に対して何十組もの組合わせが在るのを知っ

たことは収穫だった。平成 7 年のことである。東浦工手が設計室に飛び込んで来たのは昭和

22 年。51 年間の歴史物語。でもパソコンは大したものだと思う。 

 

6.6 基礎的知識を無視しないで  

設計室でついぞ車両の重心という言葉を聞いたことがない。それに時々、転覆事故・脱輪

事故等の話を聞く。設計の者に車両の重心は解っているのかと聞くと「解りません」という答え。

そこでクレーンと吊秤とを使って重心を測定する方法を考案した。後に山武でもご一緒した沢

田信夫さんに同行して立川基地に、米軍キャンプで使っているフォークリフトを見学に行った

が、この時、考え出した重心の測定方法は、日本版電池式フォークリフトを設計する時に、大

変役に立った。 

  沢田信夫さんは当時 GHQ に勤務していて、メーリアンという人の秘書兼通訳をしていた。

メーリアン曰く「俺の車で基地に入るから、撃たれることは無いが、絶対に窓を開けで顔を出す

なよ。撃たれても知らないぞ！」 

と言って、作業をしているフォークリフトの直ぐ傍まで車を近づけ、ゆっくりと見学させて呉れ

た。 

「もう、これで良いか？」 

「Oh！Thank you」 

メーリアンの茶色に塗られた車（シボレー）は立川基地を後にした。 

 車両の重心の位置が測定出来、設計の時その位置が計算出来なければ、フォークの先に

乗せる荷物の重量に対応する、バランスウエートの大きさと取り付け位置の設計が出来ない。

今まで、重心の計算も測定もしないで構内運搬車の製造・販売が出来ていたのは、動力源が

電池、それも床下に取り付けられていて、重心が低くなり安定していたからである。電気式フォ

ークリフト TG－3 を設計する迄は、或る意味で重心の測定をする必要が無かった。私が全車

両の重心測定をした時は、余計なことをすると思われていたかも知れない。でも車両の基礎で

ある。 

電気自動車の脱輪という事故も発生した。当時、電気自動車のタイヤは、構内運搬車と同

じく、車輪にタイヤべ－スを圧入していた。その圧入代が不十分だと、ハンドルを切るとタイヤ

が外れることがあった。そんな馬鹿な！と思われるかも知れないが、その小型電気自動車では

時々起きていた。 

これではお客様に乗って頂く訳に行かない。早速調査をした。原因は実に初歩的なミス。ス

テアリング・ナックルアームの設計ミスであった。ハンドルを切った時 2 つの前車輪の回転軸が、

駆動軸になっている後車輪軸線上で交叉する点が一致していない。初歩ミスも良い所だ。当

時は未だ自動車は今ほど一般的で無かったから、自動車工学の本にはそのステアリング・ア

ームの設計法が詳しく説明されていた。今の本ではそんなこと迄書いてあるかどうか？機械学

会が丸ビルにあった頃の昭和 26 年 9 月 20 日に発行された桟械工学講座Ⅳ－3「自動車工
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学（下巻）」には、「17・4 かじ取性能」という項目があって、割合詳しく説明してある。  

 ステアリング・アームの設計を変更したら、この電気自動車の事故は無くなった。全くの車両

の初歩的ミスである。こういう基礎的なことを学ほうとした場合、今はどうしたら勉強出来るのだ

ろうか。 

 私は IC がこの世に出てきた頃、IC メモリーには、どういう原理でデータが記憶されているのだ

ろうか？今は、ダイナミック・ラム等というものを使っているが、昔の RAM と何処がどう違うのだろ

うかと尋ねると、電気・電子の方は得意になって説明して下さる。ところが、キーボードから IC メ

モリーには、どうやって記録され、計算されるのか等と質問すると、その辺はいわばブラックボッ

クス。大学の電気の先生でも納得の行く説明をして下さる方がいらっしゃらない。何か本でも

見つけて、さらっとでも読んで見たいと思う。ブラック・ボックスの多い技術は何やら心配である。

何事も基礎は大切である。 

 

6.7 積算電力計の生産 

今度の戦争は軍隊だけの戦争ではなかった。この点、我が国にとっては、日清・日露の戦

争や第 1 次世界大戦とは、大分趣きを異にする。都市という都市は焼夷弾の絨毯爆撃で廃虚

と化した。都市にあった火力発電所も破壊されたが、同時に電力会社の電力販売に欠かせな

い積算電力計も失った。その数、一千万個と言われる。それを補うことは、政治問題になって

いた。元来積算電力計（Watt Hour Meter）は戦前は熟した産業で、最低採算生産量は 1 工

場最低月産 1 万台と言われていた。 

 政府はこの現状を解消するため、在来からの積算電力計の生産をしていた会社以外の大

企業の電気部門にも、積算電力計を生産することを要請した。神戸製鋼所の電気部門にもそ

の要請があった。その生産を私に担当しろという指示である。上司に増本大吉さんを戴いたと

言っても、とてもじゃ無いが荷が重すぎる。その費用、当時の金で 1 億 5 千万円。そんな費用

を使うのなら、その金を鋳物工場の改善に投資した方が良い。鋳鋼・鋳鉄と言えば神戸製鋼

所の本業。それなのに一寸した大型鋳物になると、機械工場を悩ませている鋳鋼・鋳鉄の鬆

（ス）を無くすことは、当神戸製鋼所にとって、その方が有益なことであると思う。増本大吉さん

は、このことを社長に執拗に交渉した。しかし、答えは簡単。「もう決まったことだ」 

結局、積算電力計の生産を始めることになった。全々経験の無い製品の言わば大量生産

（と言っても月産 5 千台に迄しか成らなかったが）を手懸けたことは、私の生涯にとって、技術

的にも管理的にも、素晴しい勉強の機会を与えて呉れた。工程分析・工程編成・標準総合原

価計算・インポリュート歯車の時計装置の開発・接着剤アラルダイトのテスト等々。そして毎年

冬になると北陸電力から呼び出され、絶縁不良の対策に苦しんだことを思い出す。そのとき出

張した金沢で湿度 100％の経験をした。 

一方・、担当の技術者の努力が実って、毎年々々新型を出し、その発売の時は、その瞬間

には何時も日本一の性能を誇っていた。操業の最初の試作時は、ランジースのデッドコピーか

ら始めたが、「廻った廻った」と皆で喜んだことを思い出す。 
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こうして無理をして生産を開始した積算電力計ではあったが、所詮既存の生産ラインを持

つ企業には勝てる筈は無い。おまけに本来の電機会社では無く、電力会社の発電所に在る

様な大型発電機を納めるという電力会社と、従来からの取引きも無い神鋼電機は、積算電力

計が殆ど只同然の値段で取り引きされる状態になり、製造を中止せざるを得なかった。当時の

原価構成は、はっきり覚えていないが、売値約 1，000 円に対し、購入部品費は 900 円。一時

最大 120 人の工員を抱えた工場を、35 人で順調に生産出来る迄に合理化が進んだが、一台

当りの付加価値は 100 円しか無く、常に赤字経営だった。 

 

6.8 インポリュート歯車の時計装置 

時計の歯車は、昔からサイクロイド歯車と決まっていた。なぜサイクロイド歯車でなければい

けないのか。これは、私の心に深く残る疑問だった。外観上一番違う所は、バックラッシュが歯

幅の 1／3 にも及ぶことである。それに理論的には、ピニオンとギヤーとはピッチライン上でかみ

合わなければならない。そんなことは、あの小さい歯車では、工作精度から言って不可能に近

い。そんな議論を時計メーカーの方に吹っかけたこともあった。その答が振るっている。 

「市川さん！時計の歯車はねえ、引っ掛って廻っていればいいんですよ。回転速度伝達精

度なんか関係無いんですよ」 

 私は考えた。それならば、いっそのこと、インポリュート歯車にしてしまえばどうだろうか。工作

も楽だし、組立誤差の心配も少なくなる。何やらバックラッシュが大きいことは、ものが小さい丈

に、ごみの問題等を考えると或る程度納得出来る。そこで私は、バックラッシュを時計用のサイ

クロイド歯車と同じ位大きく取った、インポリュート歯車を設計して見た。時計用歯車らしい形

状にすると、歯高が割合多きいので、設計し難くかったが、何とか設計は出来た。ホブを注文

する時、小笠原ホブ（株）は変な顔をしていたが、とにかく作って呉れて、結果は可も無く不可

もなし。製造の面からは楽になった。 

 

6.9 アラルダイトの売り込み 

新しい仕事を始めたとなると、色々の売り込みがある。東京理化工業所の文字車の売り込

みは当然のことであるが、スイスの Chiba.Co からのアラルダイトの売り込みが有った。日本の代

理店は、はっきり覚えていないが安宅産業であったと思う。何回かの売り込みに一度使って見

ようと考え出した。 

 工場長にお願いしたら許可を得ることが出来た。何しろ大変高価なもので、今で言うと、採血

の時に使う注射器位の大きさの瓶に入った主薬と、その半分位の大きさの瓶に入った添加剤

との 2 液性の接着剤である。それが 1 万円だと言う。当時私の月給が 2,000 円の時代。工場

長は良く許可をして下さった。それでレシプロのグラインダーを使って作ったプレスの雌型を部

品接着で作った。結構使えた。2 枚の板を接着して、自動車をつり上げるテレビの広告を良く

見るが、宣伝通りの接着強度を示した。 

 この接着剤を使いこなしていたのは、京都帝大の物理を出た若い技術者だった。或る日、被
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が出来る位ならば私にも出来るだろうと簡単に考えて私が接着した。その雌型は、たった 1 回

のストロークで割れて仕舞った。隣の工場に転任になっていた彼を呼んで、接着作業を頼ん

だ。 

「市川さん！接着面を綺麗にしましたか？」 

「うん、このアセトンで丁寧に拭いたよ」 

「吸取紙あります？」 

彼は、吸取紙の上にアセトンを 1 滴落とし、その場を去って行った。しばらくして戻った彼は、

吸取紙に出来た薄い丸い跡を指差して 

「市川さん！これでは駄目ですよ。薬用アセトンを買ってきて下さい」 

 早速、女子従業員に町に買いに行かせた。薬局から買って来たアセトンを使ったが上手く行

かない。結局、その時は、アセトンを蒸留して使ったら見事に接着出来た。後に、そんなに神

経質に接着面を洗浄しなくても使えるアラルタイトが出回り、2 液の混合比等も天秤を使う必要

も無くなった。文房具屋でも売られる様になったが、その接着力は低下している様である。 

 

6.10 標準総合原価計算 

 日本電気は、昔は電話機と交換機との専門メーカーだった。もっばら官庁向けの商売をして

いて、エリートの塊の様な会社だった。その経理部長に中山という常務がいた。彼が書いた

「標準総合原価計算」？という本があった。私はその本を読んで、戦前にも大蔵省と渡り合っ

て、彼の主張する原価計算方式を採用させた剛の者がいたのだということを知った。彼の主張

は「原価計算は税金を計算する為に有るのでは無い。原価を管理し、原価低減をするために

原価計算をする可きである」と言うのである。私はすっかり彼の主張に染まって仕舞った。せめ

て山田工場の WHM 工場丈にでも適用して見ようと工場長に相談した。工場長は真剣になっ

て聞いていたが、「やって見よう」ということになった。この相談をしていなかったら、後に大変な

ことに成ったかも知れない事件が後に起こった。 

 各工程を分析して標準時聞とその部分の標準原価とを設定して置き、予め製品の標準原価

を積み上げて置く。実際の原価は、実績との差額計算で算出する方式である。このシステムは、

毎年開発する新型の場合にも適用出来る様な様式のフォーマットを作って置く必要がある。シ

ステム構築には、累計 5 年の歳月を要した。出来上がってみると私の工場管理は大変楽にな

った。毎月 20 日午後 4 時になると職員を全員残し、工員は全員有給で早退させる。残った職

員がラインの棚卸をする。その結果が記入されたフォーマットを使って計算して、結果が出るの

が大体午後 8 時。それから会議をして、先月の生産台数・総合原価の実態・差額勘定の大き

かった工程の対策を決めて、9 時項帰宅する。翌朝、朝礼で先月度の生産数、製造原価と問

題点、その解決方法と担当者を指示すると後は私の仕事は何もない。毎日指示した仕事の進

行状況を見て廻ることが日課になる。 

 こんなシステムの伝票をそのまま経理課長に送付していた。すると決算期になって名古屋の

国税局から注文が付けられた。国税局の方式に書き改めろというクレームである。経理課長は、
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私を呼びつけ、国税局の要求する方式に伝票を書き直せと言う。これには些か困った。日本

電気が東京国税局を納得させた方式なのだから、説明次第で OK になる筈だと言っても納得

しない。とうとう工場長に相談を持ちかけた。結局、名古屋国税局は、「標準総合原価計算」の

方式を認めず、伝票の書き直し作業はお気の毒にも経理課長の仕事になり、WHM 工場の伝

票は従来通りの方式（標準総合原価計算方式）を守り切ることが出来た。 

 このことは、当時の神戸製鋼所の社長であった浅田長平こと、ちょんベーさんの耳にも入っ

ていて、毎月恒例の工場巡視の時、工場入り口で出迎えている私の所に近付いてきて、「あ

れはその後順調に進んでいるか」とお尋ね頂いた。この方式は、大変優れた方式であるので、

今やコンピュータの時代。正に打ってつけの工場管理の手法だと思う。是非何処かで実現し

て欲しいものと念願している。 

 

6.11 物理化学という学問 

毎月の浅田長平社長の巡視には、必ずその弟で大阪大学教授の浅田常三郎先生が付い

て来て、巡視が終ると定時間迄、工場幹部の任意出席の形で浅田先生の講義があった。私

は繰り合わせて必ず出席した。講義の内容は新しいものが多く、一寸、空想的に感じる工場

幹部も多かった様である。然し、私に取っては誠に興味深い事が多く、一度も欠席をしたこと

がなかった。その御蔭で私は、アラルタイトの事に就いて色々と知識を得ることが出来、中学

以来嫌いだった化学に興味を覚える様になった。浅田常三郎先生の専門は「物理化学」だそ

うで、余り聞いたこともなかった学科である。 

或る日私は先生に質問した。 

「先生！化学というのは、分子レベルから思考を進めるとすれば、物理と同じだと考えて良

いのですか」 

「うん、そうだ」 

という返事を頂いてから、化学に対する考え方が変った。化学はこれからの学問である。 

蔵前工業会の談話室の書棚にエドアール・グリモー著田中豊助・原田紀子・牧野文子共

訳「ラボアジェ 1743～1794」という本が置いてある。その巻頭近くに次の様な記述がある。 

カントはこう批判した「化学は数学をあてはめて論ずることが出来ないから科学ではない」 

本の中頃には、「ラボアジェは数と等式を使った質量保存の法則を発見して、はじめて化学

の学問体系を樹立した」 

又、末尾に近くには、「ラボアジェは、フランス革命直前に徴税官であった。徴税官は有罪と

いうフランス革命共和政府からの判決で、ギロチンの露と消えた」等という、全く知らなかった意

外な事も書いてあった。この時代位までは化学は錬金術的存在だった様だ。 

 

7. 上京 

7.1 山田茂三郎さんの勧誘 
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神戸製鋼所山田工場で積算電力計の生産を始めるに当っては、細密な歯車の加工が必

要になる。その為に、ミクロンホブ盤を購入する事になり注文した。それがどういう形で山武商

会から購入する事になったかは、今、定かに覚えて居ないが、山武商会の山田茂三郎常務と

の御付き合いが始まったのは、確かその時以来であると記憶する。スイスから到着した荷物が、

全部ドイツ語で書いてあるので解らないから見に来てくれと、受け入れ倉庫から呼び出された

事を思い出す。そのとき木製の梱包箱から吊り下げフックが首を出して居て、その脇［Hier 

Haengen］と書いてあった。そこにフックを掛けると真直ぐに吊り上げる事が出来た。流石先進

国だと思った。 

積算電力計が前述の様な次第で全く売れなくなり、いよいよ工場閉鎖をすることになった頃

のある日、山武商会の山田茂三郎常務が山田工場に来訪され、私に山武計器（株）に転職し

ないかという御話を持って来られた。 

その頃、神戸製鋼所は電機部門を分離して神鋼電機と名前を変えて居たが、朝鮮戦争の

後遺症とでもいうか、割合不況気味で何時もストライキをやって居た。今度のストライキでは神

鋼電機は潰れるのでは無いかとの噂が巷に流れて居たし、それに戦災で焼け出された両親の

戦後の苦労は大変なもので、家に残って居た弟達も各々独立し、年老いた両親丈で暮らして

いる状態を放置するに偲びなかった。丁度、Bosch との技術提携に匹敵する位の資金的・組

織的な会社の力の入れ様だった積算電力計の生産も、当初私達の考えた通り、生産中止の

止むなきに到った時でもあったので、思いきって山田茂三郎さんの御誘いに乗ることにして工

場長に相談した。 

 

7.2 小林英一さん 

当の山武計器は元、山武商会の製造部門として、蒲田の多摩川べり、六郷に工場を持ち、

米国ブラウン社からライセンスを貰って、工業計器と称する主に石油精製や鉄鋼生産工場で

の温度・流量・レベル等を自動制御するコントローラ付きの計器を生産して居た。社長は山口

武彦と言い、明治 24 年蔵前高工機械科卒業の先輩である。何かにつけ、私を蒲田の工場か

ら御呼びになり、私は社長代理としての御使いをした。その時の運転手が大変な運転のベテ

ランで．社長を乗せて居る時等は、とてもじゃないが、普通の人ならやらない様なスポーティー

な運転をした事を思い出す。彼は今どうして居るだろうか。 

山田茂三郎さんを通じて私を山武に誘ったのは、小林英一常務取締役。隠然たる山武計

器の実力者である。彼は何度でも良いから工場を見てくれ、そして納得して呉れと言って居た。

その誘いに乗って、私は、計測器工業会の会議で上京する度に小林常務を訪問し、蒲田工

場の見学をした。小林常務はその度にご自身で案内され、色々と御説明を頂いた。 

当時、第 1 工場と称する 3 階建ての工場の他は、全部木造の平屋建てであった。153 型多

点記録計を世に出す為、努力して居る時期であった。階段の途中に何台か置いてあった。 

「これがねえ。市場が欲しがって居るんだけれど、原価が高くってね。1 台売る毎に数万円赤

字になるんですよ」 
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ハネウエルの全くの Dead Copy であったが、小林常務は私が入社したら真っ先に手を付け

て欲しかったらしい。しかし実際に入社して見ると、最初に与えられた仕事はマイクロスイッチ

の販売計画と製造準備だった。 

毎日々々日本橋三越裏にあった富士銀行支店の天井裏に在る本社に通って、マイクロス

イッチの勉強をした。しかし勉強をすればする程、山武ではとても製造出来る製品ではないこ

とが解って来た。それに、ハネウエルからの派遣重役が、折角日本の風習に合った方式で輸

入マイクロスイッチの販売の成績を挙げ、我々が頼りにして居た日本語の上手な英国人に、米

国式の販売方法を押し付け、喧嘩をして代理店契約を破棄して仕舞った。それ以来私は、か

たくなな迄に米国人が嫌いになった。その派遣重役はだんだん私にも当たり散らす様になっ

た。時の村井専務が見かねて私を工場に転勤させた。小林常務には大変な御心配を掛けた。

その小林さんも去る平成 10 年 2 月 26 日心筋梗塞で逝去された。享年 98 才。もう少しで百才。

残念な事をした。御本人の御希望で身内のみでお別れをした旨、奥さんからお知らせがあっ

た。 

私が山武に来たという事が知れて尋ねて呉れる人があった。そのうちの一人が喜多川洋治

君、上野の市立二中の同級生である。もう一人は、桐生の精工舎の社長・工大の同期生佐々

木喬君。御二人とも後々大変なお世話になることになる。 

 

7.3 第 1 研究課長 

工場に配属されてからは希望して 1 年間組立工場の実習をした。これは、後々大変役に立

った。特に現場の組長と親しくなれた。これが各種の改善を推進するのに有効な手掛りを与え

て呉れた。 

先ず第 1 にやったことは丸型計器の改善である。何故こんなに精度が悪いのか？完全なイ

ンチ→mm 換算で、ハネウエルから来た図面の通りだとのこと。米国ではこれで満足して居るの

だろうか。調べて見るとリンク機構に基本的ミスがある事が解った。簡単に設計変更して試して

見ると、カタログ通りの性能を何の調整をすることもなく出す事が出来た。こんなことがあってか

どうかは知らないが、突然、こともあろうに第 1 研究課長を命じられた。 

第 1 研究課長時代は言わば針の筵の上を歩く様な思いをした。ある日、当時の最新の機器

であったワイヤ・スプリングリレーを使ったデータ・ロガーという当時は最先端を行くと言われた

装置が完成したので、試運転に立ち合った。私は、うっかり 

「これには、通風孔がないね。普通、この種の電気装置には、ケースの上下に通風孔があるも

のだが、これは通風孔は要らないの？」 

と質問した。係長は返事に日く、 

「課長は機械屋でしょう。余計なことは言わないで下さい」 

そのデータ・ロガーは納入後、1～2 月位で返品になった。温度上昇の為ニックシー管が働

かなくなって仕舞った。 

でも、こんな事もあった。前述の多点記録計に使われる Zener Diode を使った定電圧装置
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に不良が多い．中々良品が出来ないとの事である。私は前々から、電気部品はどうしてあんな

誤差の大きい物を使って居るのだろうか。機械屋が「10φ1m の鉄棒を 10 本買って来い J と言

われて、買ってきた鉄棒の長さが 80cm のものあり、120cm のものありだったら叱られて仕舞う。

電気屋は平気で誤差±20％もの部品を使って、調整で精度を出している。これは誠に不合理

な話である。そこで定電圧装置も 4 端子網等を使って計算し、各特性の偏微分係数を出して

置けば、Zener Diode に対する要求特性等もはっきりするだろう。こんな考えで課員の一人・伊

藤君にその計算をする様に命じた。 

後で知った事だが、その仕事をして呉れた伊藤君は電気屋だとばかり思って居たが、実は

彼は機械科出身。2～3 ケ月で見事に数式を作り上げ、温度・湿度・電圧・電流・周波数等に

就いての偏微分係数を出し、Zener Diode に対する要求特性を算出してくれた。勿論当時の

Zener Diode のカタログには、そんな特性は載って居ない。そこで住所が御近所だという誼（ヨ

シミ）で、NEC 本社に大沢寿一専務を御尋ねした。そして「そういう特性は、Si-rod 1 本毎に多

少異なります。Data は 1 本毎に取ってありますから、Data を付けて御渡しする事が出来ます」

という御返事を頂いた。市場に出てると別の Si-rod から作った物と混ざるので、バラバラな特

性になって仕舞うのだそうである。伝票ルートは従来通りにして、現物はその rod のデータを付

けて直送して頂く方式を取る事になった。そのデータに合った回路部品の数値を、前述の伊

藤君の作った式で計算して部品をキットにして置き、必要に応じて組立るという方式を採用し

た。その結果、100％良品が出来る様になった。当の伊藤君は引き抜かれて、日本 IBM の大

阪支社長になったという事だが、それ以来会って居ない。 

 

7.4 テンション・コントロール圧延機 

昭和 35 年頃だったと思う。山武商会の神田さんが、東京大学の鈴木弘先生・精巧舎の佐

藤二郎研究所長を帯同して私を訪問して下さった。目的は、既に実験では成功して居る、テ

ンション・コントロールの圧延機の自動制御を頼み度いという下相談だった。東大の鈴木弘教

授の御説明を聞くと、その自動制御は加工硬化によりステンレス鋼の強度を強くし、且つ、そ

の特性値を一定にして安定する為の手法である。山田良之助先生に習った通りの理屈を応

用して居られる。私は興味津々。是非協力して御希望に沿い度いと思った。私自身積算電力

計の製造に当たりボルトの強度が不足し、設計上ボルトを太くする空間的余裕が無かった時、

引抜加工を繰り返す事に依り、180kg/cm2 強の強度のボルトを作ることを考え出し、成功したこ

とがある。この際、山武の製品シリ一ズを活用して御希望を叶えて差し上げたい。新装なった

ばかりの山武初の鉄筋コンクリート 5 階建の 2 階・第 1 応接室での検討が始まった。幸いにも

御希望の張力付近で、自由にコントロール出来る空気制御機器の組合せを作る事が出来

た。 

稟議書を書かせるのに大変苦労をしたが、実際に自社製品を組み込んで一つの装置とし

て組み上げる作業をした事の無い山武に取っては、一寸難問であった。幸い当時「自動制御

ユニットを作って売って居るだけでは製品の改善・安定に関する知識が不十分で、製品改善
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の指針を得る事が出来ない」という考えから・応用研究をする為の第 2 研究課が発足したばか

りであった。小規模で人数には多少の不満は有ったが、実物を作る初仕事として、第 2 研究

課にやらせる事にした。 

山武・蒲田工場第 1 応接で、東大・精巧舎・山武の 3 社合同で基本設計をしたテンション・

コントロール圧延機は、完成すると仙台の精巧舎研究所に納入され稼働した。その結果は思

っても居なかった方向に進展し成果が現われた。山田良之助先生の学理も立派だし、その学

理を実用に結び付けた鈴木弘先生も、さすが東大第 2 工学部生産技術研究所を担う丈の先

生である。鈴木弘先生は今も御健在で、後進の指導に情熱を燃やし、昭和天皇の御前講義

等の実横がある。神田さんは今は連絡が取れない。佐藤二郎さんは故郷に戻り最近亡くなら

れたらしい。 

ところで、時計業界にはこの開発は大きなインパクトを与えた。当時の JIS に依れば．腕時計

の規格は、目差で＋2 分・－1 分で・時計の組立ラインの半分は、その規格に入れる為の調整

をするラインだった。テンション・コントロール圧延機で作った幅 1mm、厚さ 0.1mm のステンレ

ス・スプリングを使うと、組立ただけで規格に入って仕舞う。組立ラインの後半が不要になった。

そこで精巧舎は考えた。その調整ラインで、当時の世界の最高水準であった目差±6 秒に調

整させて、従来の価額で売り出した。世界の 2 級品と思われて居た日本の時計が、値段は旧

来のままで、精度はスイス・アメリカ並という製品が出回ったから、たちまちスイス・アメリカの主

要時計メーカーは倒産した。一時世界の時計は日本の独壇場だった。 

後に始めて欧州旅行をし、スイスの首都ベルンを歩いた時、町の時計屋に日本の時計しか

並べてられて居ないのを見て、「してやったり」と感じた事を思い出す。今や、クオーツ時計の

時代。もうあの圧延機は使われて居ないだろうと思って、数年前まで第 2 精巧社の常務取締

役をやっていた安藤黎二郎さんに聞いたら 

「いや、市川さんが企画したテンション・ロールは、未だに大活躍ですよ。だって世界では、電

池を入手出来ない地域の方が広いんですからね。今、世界の生産の半分は天府（テンプ）時

計ですよ」 

 

7.5 生産技術課時代 

余り快適な職場と思えなかった第 1 研究課長は余り永くは続かず、間もなく製造部に戻って

生産技術課を作り、その課長を命じられた。何と言っても生産技術課長時代の最も印象に深

いのは、前述の 153 型多点記録計のコストダウンである。アルミ鋳物から削り出して居たフレー

ムをダイカストにして、孔明けとタッピンク加工丈にして加工工数を減らすことを提案し、当時 

としては破格の、1,200 万円という予算を与えられたことである。 

当時のダイカスト業者には、治具ボーラーを持って居る工場は殆ど無かった。ダイカストは

型から出る時に形が少し変って仕舞うから、型の寸法を幾ら精密に作っても無駄であるという

のが、彼等の言い分である。然し元の型の寸法が、精密に解って居なければ、その議論も空

論であるという主張に対して応えて呉れた。その結果、色々の経過はあったが、治具ボ一ラー
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を設備して呉れた。結果は成功で、一番金の掛って居た 3 つのフレーム加工費がガサリと落ち

て、1 台売る毎に数万円の黒字になった。 

その頃、アメリカからの派遣役員が代わった。これは、私にとっては結果的に誠に有難いこ

とであった。今度の役員はスペンサーといい、大変若く元気で、山武の副社長という地位で活

動した。蒲田工場に来る度に私の席に来て色々の話をして行った。 

ある日、あの有名だったストライキの最中、スペンサーが私の席に来て「市川君は今度のスト

ライキをどう処理したら良いと思うか？」と質問して来た。私は、日頃思って居ることを、この際と

思って述べて置いた。山武のストライキは、労資双方とも真剣味が無い。今組合が要求して居

る金額は会社にとって払えない金額ではない。全額飲んで仕舞えば、ストライキをする理由は

無くなる。そうすれば製品の納期が遅れるという事も無くなり、今作り切れない程ある注文をこ

なして、会社の利益も増えるし、「山武はストライキをするから納期がはっきりしない。だから注

文が出来ない」という評判も無くなる。これは山武にとって良いことではないか。 

スペンサーは本社に帰ると直ぐ，団体交渉で組合の要求を飲むことにした。当然・ストライキ

は中止され、生産は順調になり、営業部の活動は活発になった。 

153 多点記録計は、その時分、末だ他に同類の計器を作って居る会社が無かったので良く

売れて儲かった。そのうちに致命的というべき問頴が起こった。チョッパーの寿命が短い。その

交換が多すぎる。米国のハネウエルでも同じ問題が起き、チョッパーは英国のハネウエルから

購入して居るとのこと。後に電子チョッパーに置きかえられる原因の一つであったが、当時はこ

れと言って対策はなかった。チョッパーの接点に、ブラウン・パウダーと称するごく微量の黒い

粒子が溜まり、微電流が流れ無くなるのか問温点である。技術部の材料試験課に分析を依頼

したが、余りに微量で分析出来ないと言う。私は浅田常三郎先生を思い出した。小さいと言っ

ても接点では火花が出て居る。間違い無く、その微小部分は測定出来無いかも知れないが、

1000℃以上、場合に依っては何千℃にもなって居るかも知れない。若しそうならば、重合とい

う現象が起き、絶縁物質が出来て居るのかも知れない。そう考えると．半田付けの時に使うペ

ーストは曲者である。そこで不完全ながら今でいうクリーンルームを作り、外で半田付けをした

部品を超音波洗浄して持ち込み組立る事にした。結果は上々で、英国のハネウエルの製品を

上回る性能のチョッパーが出来た。私の勝手な推理は当って居たらしい。浅田常三郎先生に

感謝あるのみである。 

 

7.6 赤字の 4 機種 

ある日突然、事業部長に呼び出された。何事ならんと事業部長室に行くと、「お前は生産技

術課長で色々の提案をする立場にあるが、一つ今度は自分で製造課をもって見ないか」と言

うのである。時の事業部長は常務取締役、元海軍機関少将北川政であった。目的は、今山武

の主力機種で赤字で困って居る 4 系列の機種を担当して、出来れば 1.5 年、遅くも 2 年以内

に黒字にして欲しいというのが本音である。このことは、たちまち全社に知れ渡り、人事部から

は、「市川さんが欲しい人を．各製造部から選び出して下さい。各課長を説得してその人を全
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部集めますから。事業部長からそう言われています」と言って来た。そんなことをしたら、各課

長は、反発して結局は仕事が出来なくなる。「いいよ、各製造課長には、供出出来る者を出し

て貰って呉れ」と答えて置いた。人事部はこの返事には驚いたらしい。結局集まった人間は、

常日頃各課内で爪弾きにされて居る者ばかり 35 人。然し、何か何時も課長の気に掛る事ばか

り言って居るから嫌われるのであって、逆を言えばそれ丈意見を持っているという事になる。私

は集まった 35 人に方針だけを言い渡し、自分達でやり易いと思う方法でやって見る様にいっ

た。若い彼等は、管理にしろ技術にしろ、基礎知識はもっている。しかし間違った事をやった

場合は注意をすることにした。 

このやり方は予想以上に成果を上げ、全員一丸となって働いて呉れた。そして、次々と工作

法を考案してくれ、本当に 1.5 年で担当した 4 機種とも全部黒字になった。私が印象に残って

居る事としては、0.1mm のステンレス・ベローズと 1mm のステンレス・プレートとの溶接技術を開

発して呉れたことである。お陰でシランの工程の流量計が独占受注出来た。製造第 4 課は目

的を果たすと解散した。その詳しい写真帳は井戸社長に贈呈した。 

 

7.7 需要予測 

古い製品は、何れ生産を中止せざるを得ない。工業計器の場合、装置物であるので、客先

の装置が存続する限り、補修は付き物である。ポチポチと補修用の注文が来て、何時果てると

も解らない旧製品があった。製造の立場からは、一度にある程度の量を作りたい。それでなけ

れば製造中止の宣言をして欲しい。所が．たった 10 年位で補修用計器を供給出来無く成る

様では、そんな会社から計器を購入することは出来ないと言われ、新製品を買って呉れない。

困った現象である。そこで考えた。売れなく成る迄の数量を作り溜めして置けば良いではない

か。そこで過去 5 年間の売上実績を使って、その減少具合から，後何年位注文が来て、その

量は．何の位かという事を計算した。その時使った式がエクスポーネンシャル曲線。正規方程

式を使って、y＝57e－0・023t という回帰式を作り、後 600 台売れて、最後の 1 台が売れるのは、9

年 4 ケ月後という答えを出した。 

毎月 1～5 台位しか売れなく成って居る製品が、後 600 台も売れる筈がない。折角計算して

呉れたのだから、その半分 300 台を作り溜めをしようという工程会議の結論で作り溜めしてお

いたが、3～4 年経っても同じ状況である。結局、又 300 台作って置いたら、9 年後、何時の間

にか注文が釆なくなり、在庫も無くなったとのことである。勿論、私はその時は既に退職して居

た。 

在庫管理に就いては、もう一つ、Y1=aY0＋bY－1 という回帰式を使って、在庫部品の来月の

出庫予測を出す式を計算機に組み込んでおき、自動的に発注伝票を発行するシステムも開

発した。 

 

7.8 ライフサイクル・コントロール 

色々と業績を書いてきたが、これらの業績は、元・海軍機関少将北川政氏の御支援に依る
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所が大きい。 

私は新製品を開発する時、製品開発を指導する骨組みの様なものを作って次の世代に残

せば、山武 の製品も幾らか良い物 が出来る様になると考えて、今で言えは、DR（Design 

Review）の様なシステムを作って、現場型計器と称する小型計器の改造の時に適用して見た。

その結果は目立たないが、山武の利益に相当貢献し、私がそのシステムを社内に公表説明

する時に強調した寿命の永い製品となった。聞く所に依ると、10 年ばかり前迄、売れて利益を

出して居たそうである。そのとき射出成形で熱硬化型樹脂を使ったカバーを提供して下さった、

元・理研プラスチックスの石井祐治さんは、今どうしていらっしゃるだろうか。その後、昭和高分

子（株）伊勢崎事業所に移られたが、今年（H10）の年賀状が返却された。このライフサイクル・

コントロールと名前を付けた DR（Design Review）の様なシステムは、東京高等工業専門学校

の数学の先生に高く評価され、幾つかの雑誌に掲載された。 

 

7.9 ISOTC124WG3＆6 日本案提出と欧州一人旅 

山武では、退職間際の頃は、殆ど席に止まる事がなく、工業会係の様になって居た。私は

その機会に電気計測器工業会等、外部との交流に努め、後々役に立つ交際をさせて頂いた。

殊にバルブ工業会では、海軍の先輩・本山寿さんが会長を勤められて居た時代でもあったの

で、色々の仕事をさせて頂いた。その一つが国際規格の制定に伴う実験と ISO 国際規格の制

定であった。 

調 節 弁 の流 量 係 数 を元 にして、自 動 調 節 弁 の世 界 規 格 を作 ろうという構 想 である。

ISOTC124 の中には WG3 と WG6 とが設けられ．その第一回の会議がパリーで開催される事

になった。WG6 の会議には日本案を提出しようというのである。それには、実験に依る裏付け

が必要である。その実験に私は、東京工業大学の水力実験室を使って見たいと思った。板谷

松樹先生に相談した所、寧ろその様な実験は、信州大学の方が良いかも知れないということ

で、浜邦彦先生を紹介された。何ヶ月かの信州大学通いの後、しかるべき実験結果を元に

lSOTC124WG6 の原案を作り、バルブ工業会の審議を経て、その案を持ってパリーに出張す

ることになった。S45 年の事である。 

旅行の手配から、訪問先の連絡・打ち合わせ迄、社内の英語の達人の協力を得て、一人

で計画し一人で旅行して来た。英語の通じない国々では沢山の面白い体験をした。 

 

 

8.小企業の取締役 

8.1 林熊太郎さん 

山武での私の存在を何うして林さんが御知りになったかは解らないが、ある日、蔵前工業会

事務局長の林熊太郎さん（T12 染料）から呼び出しがあった。「工場長を求めて居る会社があ

るから転戦して見ないか」と云う御誘いである。バルブ工業会と計測器工業会とからは、私を

日本代表としてバリーの I SO・TC126WG3 と WG6 とに派遣したい。その為には、所属の会社
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が、その費用の半分を負担する事になって居るので、会社に、その負担を承認して貰う必要

がある。私が会社に交渉するよりも、バルブ工業会の会長であった本山寿さんに山武を訪問し

て貰い、私をバリーへ派遣することについての承諾を得て貰う方が良い。この方法は成功し

た。 

こんな事情も、この際、林熊太郎さんにはお話して置いた。林熊太郎さんは度々、私を小金

井の御自宅に御呼びになり御相談して下さった。その林熊太郎さんも最近（H10－4－25 土）

95 才で天寿を全うされた。 

 

8.2 第 1 次オイルショック 

松岡社長に事情を明かして転職の御相談をした。「御前は、今年の 12 月で丁度勤続 15 年

になる。どうせ辞めるなら、15 年勤続の表彰を受けてからにしたら何うか」そこで林熊太郎さん

にも事情を申し上げ御了解を得た。 

万事、好都合に行くものと思って居た所に降って湧いたのがオイルショックである。転職先

から一時延期して欲しいと云う話が出された。之には全く困って仕舞った。早速、林さんとも相

談の上、兎に角、転職を推進する方向で交渉して頂き成立した。昭和 46 年 1 月 1 日から私は、

吉田電機（株）取締役稲城工場長と云う事になった。吉田電機の社長の息子である専務が年

商 6 億円そこそこの工場で、年間 6000 万円の赤字を出して仕舞って居る。私に与えられた任

務は、その赤字を消し、住友銀行の信用を回復し、融資を受け易くする事である。 

山武の中では、この事は、当時の社長松岡正雄以外誰も知って居ない。つい最近、松岡さ

んに社長を譲り会長に退いた山口利彦さんに御相談と称して挨拶に云った時、「それじゃ相

談では無い。事後報告じゃ無いか」と云って最初はむくれて居たが、引き下がる時には「お前

には、早く役員になって貰おうと思って居たのだが‥」と口を濁された。関係者一同から募金し

て渡された餞別金で、絵を買って保存し度いと云うと、「その絵は、俺が選んでやる」と云われ

て、山口会長の車で一緒に日動画廊に行き、立派な画を選んで下さった。西田常務に挨拶し

ようとしたら「山武を見捨てた者とは会い度くない」と冗談を云われた。幹部の方々は結構私の

業績を認めて下さって居た事が伝わって来る。 

 

8.3 仕様は明確に 

新しい職場に着いて先ず実施する事は客筋への挨拶。吉田電機は 100％日本電気（株）

の下請けである。前任者専務の案内で府中の日本電気を訪問して挨拶した。吉田電機取締

役稲城工場長の名刺を差し出して挨拶。工場の中に入って、直接発注元である各事業部に

挨拶をしたいと申し入れても、購買の窓口から先には入れて呉れない。吉田電機の専務は、

技術的な事は余り理解が無い様で、それ以上、発注元の各事業部と気脈を通ずる事に就い

て余り関心が無い。 

 暫くは、その儀、購買の窓口を通して受注・納入の事務をやって見た。その内に納入品が不

良で返され手直しをする時、仕様がハツキリして居ない場合が多い事に気が付いた。仕様に
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無い項目の手直しである。申し入れても購買の窓口は受け付けて呉れない。こんな事情が

段々解って来た。受注の時、曖昧な仕様で、ろくに中味も検討せず「有難う御座居ます」と頭

を下げて有難く注文書を貰って来るだけで、窓口ではその内容に就いて苦情が云えない。当

時の日本電気の最も悪い親工場魂が幅を効かせて居た。 

 私は、後から要求される手直しが全部赤字の原因であると判断した。発注元の各事業部長

と直接あって、その事情を話し、仕様のハツキリした注文を出す様にしない限り、赤字は無くな

らない。 

 そこで一計を案じた。当時の事業部長に浜松高工の 1 年先輩が居た。あだ名をベートーベ

ンと云う。E15 岡崎正俊さん。高柳さんと一緒に、日本のテレビの中間周波数を 7MH に決めた

通産省の委員会メンバーの一人である。その頃、日比谷の紅天楼で、良く浜松工業会同窓

会があった。その席上、高柳健次郎さんと何時も一緒に居た方である。当時、ヨーロッパでカラ

ーテレビが始まり、それが 8MHｚ。早速見に行ったが大変奇麗だ。あの委員会の時、アメリカの

云う通り 7MHｚにしたのは私の責任。つくづく反省して居ると云って居られた。その岡崎さんを

尋ねて技術士の名刺を出して正門から入って行った。応対は御客様扱い。色々懇談して引き

上げる時、購買を細介されたが、全然扱いが違って来た。それ以来、仕様を明確にする事は

順調に進み、1．5 年で赤字は解消した。 

 

8.4 伝送事業部の赤字 

私が稲城工場長を引き受けると、息子の専務は伝送事業部長になった。向河原の駅の脇

にある本社工場である。それまで年商 6000 万の黒字を出して、稲城工場の赤字を補って居た。

それが息子が事業部長になると、どんどん収益が減り、遂に又もや、6000 万円の赤字になっ

て仕舞った。何と私が稲城工場の赤字を、やっと多少の黒字にまで持って行って居る間に、

収益を 1 億 2000 万円も低下させて仕舞ったのである。私には、何うしたら、そんな馬鹿な事が

出来るのか見当も付かない。それで経営診断士の資格を持っていて、父社長の自慢の息子

である。何うなって居るのだろうか。 

結局、稲城工場の赤字は消す事が出来たけれど、会社としては 6000 万円の赤字になって

仕舞った。緊急役員会が持たれて、役員の数を減らす事になった。その時、役員の中で自立

してやって行けそうな者は市川さん 1 人だ。だからこの際、市川さんに先ず辞めて貰おうと云う

社長の発言があって、5 年に満たない吉田電機の役員生活は終わりを告げた。この場合、技

術士資格は悪い方に作用した。 

小企業と云うものは、こんなものだと云う事をつくづく味わわされた。人生の苦い経験であ

る。 


