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9.技術士事務所 

9.1 初の仕事 

山武勤務時代は海軍の同僚に色々と御世話になった。突然、しかも大変不合理な経過で

吉田電機を辞めざるを得なくなった時、救って呉れたのは、川棚工廠で御一緒した地倶宏部

員である。彼は二水会の世話役で、私が上京以来常に相談相手だった。その地倶君は、第 2

回の川棚海軍工廠思い出の会の後、突然倒れられ、元の海軍病院に入院し、そこで亡くなっ

た。私は何度も彼を見舞った。 後に私が東京に帰る時、彼は「市川さんの事は、三吉バル

ブ（株）の社長に話してあるから、行って見て呉れ。顧問に採用する事になって居る」と云って

呉れた。亡くなる直前の事である。三吉バルブに三吉正男社長を訪問したのは、彼が亡くなっ

た後ではあったが、三吉社長は万事御承知で即日顧問として採用され、川越の工場等を案

内したりして下さった。地倶部員とは、戦後山武時代に、バルブ工業会等で親しくして頂いた

が、こんな具合に、亡くなる時に迄御世話になるとは思いも寄らなかった。 

三吉バルブ社長三吉正男氏は、自分で本業と思って居るのは自分の会社ではなくて、寧

ろ白石基礎㈱の専務取締役の方であるらしい。そこで私の様な者が欲しかったのかも知れな

い。然し、そう簡単によその会社の内容が解る筈もない。意見を聞いて呉れる態度は、立派だ

と思うが、中々幹部と打ち溶け合う所まで行かなかった。地倶部員は天国で、それを何の様に

見て居て呉れたであろうか。 

市川技術士事務所は昭和 50 年 10 月、この様にして発足した。 

 

9.2 日本電気との関係 

吉田電線での活動の結果、必然的に日本電気との絆が出来、週一回の三吉バルブの勤

務以外は、日本電気関連の言わばセールスの様な事が仕事始めとなった。田町の日本電気

は、赤煉瓦の日本電気本社（当時は、未だ大沢寿一専務が、この赤煉瓦の建物に居られた）

の他、田町駅側の幾つかの建物や赤羽橋の方面にも、幾つかのビルを使う程発展していた。

その田町駅側のビルの中に、篠沢昭二・中村久一郎・金子勝蔵等の同窓生が居て、私を激

励して呉れた。同窓生は有難いものである。中村久一郎さんには、今以て、PC－98 を使って

私が作った BASICProgram を引き続き、Windows の世の中になっても使える様にする為、色々

とお世話になって居る。E-mail やインターネットをある程度使える様になったのも中村久一郎

さんの御蔭である。 

 

9.3 高速度写真国際会議 

高速度写真国際会議は、2 年毎に各国持ち回りで開催される。昭和 53 年にはモスクワで第

13 回を、昭和 55 年は東京で第 14 回を開くことが、前々から決まって居た。間際になってソ連

から「第 13 回は東京で開いてくれ、第 14 回をモスクワで開きたい」と云う申し出があった。理由

は、オリンピックが昭和 55 年にモスクワで開かれることになったので、高速度写真国際会議も

同時開催にしたいとのこと。日本人は人が良い。非常な努力をし、急遽準備を繰り上げて、第
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13 回は、昭和 53 年東京で開催した。 

東京プリンスホテルでの高速度写真国際会議は、公用語はフランス語と英語だと云う。知ら

ない技術ではない。何とかなると思って出席した。その国際会議で、イギリスから来た学者が、

福原達三先生の著書から沢山のスライドを作ってきて、特別講演と称してして、プリズム式高

速度映画撮影機の原理を解説して居た。1 万駒のプリズム式高速度映写機は福原達三先生

の発明。これは私が浜松高工の卒論の時やった事である。世間が未だこんな状態で、プリズ

ム式高速度カメラが十分普及して居ないのならば、一つこれを商売にして見よう。私はそう考

えた。丁度、私の隣席には、プリズム式高速度カメラのメーカーである KKnac の長野末光取締

役や、浜松高工の恩師で、プリズム式高速度撮影桟を使って、新幹線の車輪の保守切削加

工の研究をやった宇都宮大学工学部長五十嵐修蔵先生等も居られたので相談した。 

KKnac からは自社の製品の宣伝をして呉れると云う事で、全面的応援の約束を取り付け、五

十嵐修蔵先生には、市川技術士事務所のシニヤーメンバーに成って頂いた。そうして、事務

所の英文名も次の様に改めた。  

 IGARASHI，ICHIKAWA＆Partners 

   Consulting Engineers 

この事が、後にモスクワに於ける第 14 回高速度写真国際会議への出席の引き金ともなり、

土光敏夫さんと関係する道をも作った。 

  昭和 55 年、未だ余り日本人が訪問しない頃、しかも、とても観光シーズンとは云えない 10

月末から 11 月に掛けてのモスクワ・レーニングラード・キーエフの旅は、色々の方々の興味を

呼び、当分の間引っぱり凧で、全国を講演して回り、高速度映画の普及宣伝に勤めた。それ

でも、理解して貰うのが中々大変で、今でも高速度映画は一部の技術社会を除いて、有効に

活用されて居るとは云えない。 

 

9.4 高速度映画 

高速度映画の撮影では、色々の企業の技術の真髄に触れる機会が多い。撮影技術の提

供による収入は僅かでも、色々の業界の先端技術に触れ、その知識を得る事が出来たのは、

その他の技術士業務に役立った。 

私が御付き合い願った会社のいくつかを紹介すれば、住友重工・小松製作所・新日鉄・農

業土木研究所・浜松静岡大学工学部・本田技研・東芝機械等割合大きな会社が多く、中に

は、金谷の製茶機メーカー等もある。 

人間の目の時間分解能は 1／10sec であるから、何も殊更、高速度映画を使わなくとも、普

通の自動機械の解析位には、時間分解能は 1／30sec の 8mm ビデオで十分事足りる。私は、

ビクターに頼んで、VHS のカメラと 1 駒送りの出来るデッキを購入して、自動機械の故障解析

に使って居る。フイルムは、出来れば 8mm よりも、VHS の方が良い。 

高速度映画の一番難しい所は、写そうとする現象とフイルムの走行とのタイミングを合わせ

る事である。その為には、福原先生は、フーリエ級数を使って居られたが、私は、二項定理を
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使う事が多かった。もう 1 つ、高速度映画の難点は、現像をしないと結果が解らない事である。

撮影が終って、翌日現像されたフイルムを見る迄は心配である。今は、2～8000 駒位までのビ

デオが出来、1000 駒位ならばさほど高価ではない。画像の分解能が要求される場合以外は

ビデオの方が良い。その場で再生して見ることが出来る。それに、フイルムを使った高速度映

画では、その現像費用が馬鹿にならない。今でも高分解能の高速度映画を必要として居る衛

星の打ち上げの場合等では、事故が無ければ、撮影したフイルムは現像せずに破棄して仕

舞う。 

 

9.5 需要予測 

丸型計器の需要予測に就いては前述した。前回の場合は、次第に需要が減少して行き、

何れは消滅す可き商品の経営戦略の一つとして考えた。この場合は、社会の自然現象の一

つと考えて、エクスポーネンシャル曲線を回帰式として使った。結果は見事に成功した。 

今回は、消防機器に使われるボンベの需要予測をして呉れとの希望である。私は、前にも

一寸・触れた Y1＝aYo＋bY-1と云う回帰式を使って何とかならないかと工夫した。クライアントの

希望は、3 ケ月先の 3 ケ月分の需要を予測出来ないかと云う希望である。材質が特殊であるの

で、3 ケ月分 1 度に注文しないと転炉 1 回分にならない。それに納期は、3 ケ月欲しいと云う

難題である。余裕をもって注文して置き・在庫で寝かせて置ける程の値段の材料では無い。

在庫は出来る丈、少なくしたいが、然りとて不足した場合、未納品が出来、その納期は確実に

3 ケ月遅れる。これは商売に影響する。こんな条件の下に、正確な 3 ケ月先の 3 ケ月分の予測

をして欲しいと云う。 

そこで私は考えた。Y1＝aYo＋bY-1 と云う回帰式は、エクスポーネンシャル曲線の様に「自

然界の現象の変化はエクスポーネンシャル曲線に沿って変化する」と云う様な学問的根拠は

ない。ならば Y1＝aYo＋bY-1 を Y3＝a3Yo＋b3Y-1 としで、a・b の係数を計算しても何ら差し支え

無いはずである。それに 3 ケ月分の予測の合計が求むる結果であるならば、下記の様な式を

使って各々a4、b4；a5、b5；a6・b6 と云う様な係数を計算して目的の数値は・Y4-5＝Y4＋Y5＋Y6

と云う様な形で求めても、何ら差し支えない。 

     Y4＝a4Yo＋b4Y-1 

     Y5＝a5Yo＋b5Y-1 

     Y6＝a6Yo＋b6Y-1 

この論理は、結果的には、見事に的中し、10％以内の誤差で、需要予測が出来、的中した。

小企業の経営者と云う者は不思議な者で「気持ちが悪いくらいに良く当たる」と云って居たが、

その後、自社のコンピュータに、このソフトを組み込んで呉れと云う注文は来なかった。 

 

9.6 サイクロンの設計ソフト 

外国では、Directory を大切に扱う様だ。私は、そんな特別の意識を持って登録した訳では

ないが、FIDIC（Ⅰnternational Federation of Consulting Engineers）の Directory や Who’s 
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Who とか MEN AND WOMEN OF DISTINCTION 等から登録を要求されると、割合気楽に登

録をして居た。 

多分その結果だと思って居るのだが、外国から色々の雑誌が送られて来る。中には、大変

役に立つ物もあるがやはり外国。登録の内容が適切で無かったりして、関係の無い分厚い書

物が送られて来る事もある。こんな訳で、私の郵便受けは、何時も一杯だった。この 2～3 年、

登録更新の依頼が来ても、故意に返事をしない事にしてから、郵便受けは、半分くらいに成っ

た。それでも今尚、送られてくる広告・雑誌が沢山ある。外国の事情を知る因（よすが）になる。

外国、殊に欧州では、小規模発電が盛んで、Co－generation 等は、ブームと云った感じがす

る。欧州は環境問題に就いては大変熱心である。 

広告的な物ばかりでなく、時には、仕事の話が飛び込む。印象に残って居るのは 2 つある。

一つは、エチオビヤから電球工場を建設して呉れと云う依頼。これは結局は流れた。もう一つ

は、ギリシャのコンサルタントから、Cyclone の設計ソフトを売って呉れと云う照会。こちらの方は、

何回か手紙のやり取りをした。名古屋の臼井一男さんが以前 Cyclone の設計ソフトを開発した

から活用して呉れ」と云って来て居た事を思い出し、臼井一男さんの了解を得て、ソフト輸出

の交渉が始まった。所が、先方は、IBM・PC を使って居る。PC98 から当時のタイプの IBM・PC

に移し替える必要がある。これも勉強の一つと、当時、飯倉に在った IBM の店に勉強に行った

事を思い出す。でも、この商談も何時の間にか立ち消えに成った。外国との取り引きは、何だ

か解ら無いが難しい物である。臼井一男さんには、申し訳無い事をしたと、今でも心の隅で御

詫びして居る。 

 

9.7 東洋大学の講師 

確か昭和 53 年の暮れの事である。山武商会の藤富政海さんが私を呼ばれた。藤富政海さ

んが担当して居る東洋大学工学部の生産管理の講師を引き受けて欲しいとの御希望である。

私は一寸戸惑った。然し「大学の先生と云うものは全く自由である。御前の講義したい事を講

義すれば良い。だから引き受けて呉れ」との事であったので御引き受けする事にした。 初の

講義は、忘れもしない昭和 54 年 4 月 14 日（土）203 号講義室。広い講義室である。200 人以

上もの受講者が集ったのには驚いた。 

生産管理とは何う云う歴史的背景から生まれたのか。そんな事を講義する為に色々と調査

したが、産業革命以来の事で有るので簡単に講義の草案を作る事が出来た。若し、これが数

学や物理等で有ったら、学問のそもそもから話をするのは大変であったと思う。講義の中に高

速度映画を取り入れ、撮影実習等もやったが、工学部当局はその出費を認めて下さった。又、

藤富先生からは、必ず工場見学を取り入れて呉れ。学生は、工場を見学する機会がないから

頼むと云われた。御陰で、「東洋大学工学部講師」と云う名目で、色々な工場を見学する機会

に恵まれた。 

  生産管理の歴史を調べて居ると、江戸時代の三浦梅園と云う学者の存在を知った。彼は、

「珍しい事を不思議がるより、当たり前の事を不思議と思え」と云って居る。管理の手法を考案
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する時、この言葉は誠に有効である。私は、事ある毎に、この言葉を引用した。又、私自身が

常に思って居る事項として、次の様な事も欠かさず、毎回講義の中に取り入れた。 

  世の中には決定的事象と非決定的事象とが有る。決定的事象の代表は数学・物理等で、

誰がやってもやり方が正しければ、同じ答えになり、Yes or No の世界である。非決定的事象

の代表は経営が代表的存在ある。今まで褒められた事が、社長が代れば罰せられる事になっ

ても不思議では無い。 

生産管理の手法開発には，数学が必要だと云う事は、案外皆さん真剣に御考えでない。社

長は社長らしい仕事をして欲しい。組織を作り運用すれば出来る様な仕事は、組織、即ち、現

代的に云えは計算機に任せ、社長は其の個人たる社長色を鮮明に打ち出して欲しい。生産

管理と云う学問は、経営と云う事象の中から決定的事象を抽出して、組織又は、出来れば計

算機に委ね、社長が其の個人の色彩を鮮明に出す事の出来る場を作る為の学問であると考

えて居る。 

計算機は繰り返し計算が得意だと云う事は皆さん御承知。従って「 近の計算は表計算が

主で、昔習った物理方程式の様なものは現代では不要。実験結果から得た数値を表にして、

計算機に覚えさせて置けば良いのだ」と云う人が居た。私はそれは間違いで有ると思う。現に

プログラム電卓等の、Log，sin,等の数表は、メモリーに記憶させて居るのでは無い。算出する

計算式を覚えさせて置き、その都度計算結果を表示させて居る。 

生産管理でも同じ事が云える。出来上がった生産関係の数表を覚えさせて利用するより、

それを数式化して利用する方が、遥かに広い応用が効き、結果が早く出る。従って昔習った

工学の数式は大変大事なものである。私の講義は、経営事象の中から、如何にして多くの事

を数式化するかと云う事に重点を置いた。その観点からすると、正規方程式と云うものは、技

術屋にとって誠に有効なものである。私は講義の中でこの点を強調し、当時流行った BASIC

言語を使って、自分で開発した「正規方程式」の作り方、その「正規方程式」を Gauss-Jordan

の消去法を使って解くプログラムの開発の経過等を講義した。 

 

9.8 地震防災診断 

もう数えれば 20 年になる。東大の石橋克彦が発表し、「大規模地震対策特別措置法」が生

まれたのは昭和 54 年。その直後の事である。日本技術士会では、「地震防災コンサルタント

会」が発足し、筑波の今の防災科学技術研究所で、2 週間缶詰の講習会があった。そうして、

私の技術士事務所のレパートリーに「地震防災診断」と云う項目が一つ加わった。 

この事は、私に取っては、高速度映画と同じ位の有用な仕事になった。何処を何うして調べ

るのか解らないが、新日本製鉄㈱の第 1 研究所から依頼が有った時は驚いた。新日本製鉄

㈱の第 1 研究所は、川崎市井田に在り、当時は私の家の窓から見えた。早速行って見ると、

予算は 10 万円だと云う。これではなにも出来ない。当然断わる可き引き合いと云う事が出来る。

然しそう簡単に断わって良いものか。私は悩んだ。当時川棚海軍工廠の総務部に勤務して居

た堂迫主計大尉が、常務取締役で室蘭に勤務して居た。室蘭に電話をした。「大体、何の位
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費用の掛る仕事なんだ？」「そうね、大体￥200 万」「ああ、それは！」「何うしましょう？」。 

 彼の説明に寄ると、担当者はなにも調べないで予算を取って仕舞ったんだろう。事情を説明

して、今回は市川さんが自腹を切って遣ってくれないか。後々、何らかのお返しをするのが新

日鉄のやり方だからと云われた。私はその通りにして担当者の顔を立てた。 

その後、第 1 研究所からは色々の注文が来る様になった。その中には、Si ウエハーの新し

い製造法を開発するための地盤振動の測定等、当時の超近代的な開発の御手伝いもさせて

頂いた。その Si ウエハーの技術は、今大分製鉄所に移され半導体の素材製造に活躍して居

るそうである。 

 地震防災診断では、新日鉄第 1 研究所の外、トヨタ自動車堤工場・羽田空港整備等が印象

に残る。 近の地震防災技術は大変進歩してきた。 新の月刊「技術士」（Hl0－12）に依ると、

HF 電波を受信して数日前に地震予知が出来る様になった。私も「観測会員」に成って見た

い。 

 

9.9 小さな Co-generation 

 通産省には、幾つかの Co-generation に関係する委員会がある。その委員会の一つに工大

26 建の早川一也が、委員長をやって居る委員会がある。その関係でコージェネテック㈱の小

口利夫さんと知り合い、Co-generation の同社第 1 号機の売り込みに協力を約束した。S63－1

－23（金）の事である。これは私が超小型 Co-generation に関係するキッカケである。売り先と

しては、吉田電機の稲城工場長時代に、度々訪問した富士吉田地区を考えた。当時の分工

場の役員等を訪問して、適当な売り込み先を探した結果、河口湖町の第 1 位の多額納税者

であるホテルを紹介された。 

  そのホテルの社長は積極的経営の方で、交渉は万事好都合に進み 85KW の超小型

Co-generation が稼働し始めた。所が総合設計のミスと云うか、エンジン特性のアンマッチと云

うか、兎に角色々の不具合を起こした。契約に当たって私は、商社を間に挟む事を提案し、日

商岩井の仲介で納入したが、この事はこの際大いに助かった。その上、事もあろうに、当のコ

ージェネのコージェネテック㈱が倒産し、小口社長は夜逃げをしてしまった。 

当然の結果として、技術的にも営業的にも、責任は私の肩の上にのし掛って来た。エンジン

に就いては小松の専務に交渉し、組織全体に就いては蔵前神奈川技術士会の石山洋二君

に頼る事になった。この際、日商岩井の存在は金銭的面で絶大なる後立てになった。 

この事自体は大変不幸な事であり、私に取っては経営的には損害であったが、ノウハウと云

う面からは、Co-generation に就いての自信と技術の蓄積になった。御陰で今は、岸信介が作

ったと云う「時代を刷新する会」等に呼び出されて、Co-generation の普及促進策の提案書取

り纏め等を担当させられて居る。 

 

9.10 小さな企業の心意気（戸車かしめ機） 

今（H10）でも只 1 社契約して顧問をやって居る会社がある。その会社の製品は量産と云う程
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の量は生産して居ないが、部分的には相当の数になる作業がある。その中で、戸車と軸とをか

しめる作業を自動化しようと云う話が持ち上がった。S63－11 頃の事である。 

丁度小さな Co-generation の仕事で秋山村・都留と云うコースで河口湖迄、度々車を走ら

せて居た頃の話である。その途中の都留の裏道に、時々昼食に立寄る食堂が在る。多分その

食堂で知り合ったのだと記憶して居るが、こんな田舎にも、部品管理・工程管理を見事に実践

して居て、部品精度で勝負する町工場がある。私はその実践的なやり方に感心して、河口湖

往復の度に寄っては見学して居た。何か仕事が有った時に利用させて貰い度いと考えて居た

からである。 

戸車かしめの自動組立機械は、その町工場の親爺が推奨し、一度案内して呉れた昭栄技

研に取っては、丁度手頃な機械である。設計には昔からの御付き合いの技術士、伊藤美光

君を御願いすれば多分立派な物が出来る。 

この構想は見事に的中した。結果は上々。注文主から大変喜ばれ、当分の間注文主の会

社の自慢の種だった。この機械の場合もタイムテーブルを作り、三菱のシークエンサーを使っ

たが、 後の部分で時々停止すると云う面倒な事が起こった。その時は私の画像計測技術が

ものを云った。 

昭栄技研も、先に述べた都留の部品加工屋・山吉鉄工も共に 3～4 人の会社。それでも客

先からの信用で仕事が絶えない。立派な仕事をして居ると、工場の大小は関係ない。こう云う

町の腕自慢の工場を使うと、驚く程安い費用で或る程度立派な組立機械が出来ると云う体験

をした。 

鉄工所は山吉鉄工と云い社長は山田恒夫、組み立て工事をやったのは昭栄技研と云い、

社長は平井三男。今（H10）でも年賀状のやり取りをして居る。 

 

9.1１ ワープロと辞書 

H10 年の夏の頃の事だ。佐伯正剛さんから「翻訳の曼茶羅」と云う本を頂いた。佐伯さんの

翻訳家としての集大成と云う可きものである。内容は、総て彼が英文和訳・和文英訳の 10 年

以上に渡る経験に基づく、翻訳裏話とでも云う可きもので、読んで見ると、彼が如何に各種の

辞書を揃え、丹念に調査して居るかと云う事が滲んで来る。 

その「翻訳の曼茶羅」に出て来る辞書の調査振りを拝見して、私自身の辞書にまつわる不

思議物語を思い起こした。 

1989 年、丁度年号が昭和から平成に変った年の事である。私は、キヤノン AS－100 に

CANOWORD を載せて使って居た。その時、簡単に『かな漢字変換』が出来る漢字は、限られ

て居た。せめて JIS コードでも解って居れば、何とかなるのだが、割合簡単な文章の『かな漢字

変換』が大変だった。  そこで考えた。せめて JIS 第 1 水準・第 2 水準の約 5000 字丈でも良

いから、音・訓読みから JIS コードが引き出せれば、もっと簡単にワープロを使って漢字かな混

じり文が書けるのでは無いかと。そこで JIS を購入し、それに書いてある第 1 水準と第 2 水準の

漢字を全部、漢和辞典を引いて音・訓読みを調べた。それを CANONAS－100 上に辞書とし
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て載せて置けば良い。この位いと簡単と考えてその辞書作りに着手した。 

やって見ると結構大変だが、山中実君の援助もあって、何うやら音・訓読みの一覧表が殆ど

完成に近付いた。 後の 10 字位に成ってからが大変で、私が揃えた辞書にはどれにも載っ

て居ない字が出て来る。調査のしようも無い。丁度奥海軍技術大佐の娘婿が池田良一先生と

云う方で、日大高校の国語の先生をして居られ、同じ日吉に住んで居られる。ご相談を掛けた。

先生には、私の持って居る何の辞書にも載って居ない漢字をストックフォームに印刷したもの

を御預けした。先生は教員室で、それを広げて眺めて居らっしたそうである。そうすると、同僚

の一人が「何をして居るんだ？」池田先生は、日く因縁をお話しになった。そうするとその先生

は「それなら、もう出来たのが有るよ」と云う事で、未だ 8 月であったが、1989 年 9 月 5 日発行

の「パソコンワープロ・漢字辞典」なるものを頂くと云う事になった。世の中には同じ時に同じ事

を考える人が居るものだ。 

それに、 後に残った余り実用に成らない特殊な漢字等は、無視して印刷して仕舞ったと

云う事であろう。技術屋は何うも商売が下手だ。 

因に、 後に残った字の一部を列挙すれば、下記の通り。 

  个 ・ 乖 ・ 乂 ・ ノ ・亅 ・ 亠  等など 

 

 

10.病気の体験 

10.1 始めての入院とカテーテル 

ある日の夕方、日吉の駅から自宅に向かって歩いて居た。すると突然胸が痛み、たった

300m しか無い道のりを途中で休憩、いやそれよりも苦しくて立ち止まって仕舞った。 

早速今は名誉病院長に退いて居る弟・平三郎に相談した。 初の内はがんセンター病院

の新海哲先生の薬療法に頼って居たが、何うやらこの狭心症、バルーンをやって、冠動脈の

詰まった所を拡げる必要があると云う事になり、虎ノ門病院に紹介された。誠に見事な紹介で、

午前中がんセンターから電話をして下さって、その午後、初診の受け付け時間は終了して居

たにも拘わらず受け付けて頂き、早速カテーテルを入れ診断をする予定日を決定して下さっ

た。 

始めての入院手術と云う事で家中心配して、入院の時は嫁の恵美子が付いて来て呉れた。

御本人は、中川洪一君からカテーテルに就いて色々聞いて居たので、別に何も心配して居な

かったが、子供や孫が交代で見舞いに来て呉れた。 

検査の結果は、やはり冠動脈が詰まって居て、バルーンをやった。その結果は上々で、止

血の包帯が取れた日から、毎日 4 階から、平三郎が御世話になった中沢さんが入院して居る

11 階迄、階段を駆け上がって見舞いに行った。誠に順調、見事な狭心症の治療であった。 

 

10.2 2 回目・3 回目の入院 

3 ケ月が経った。完全無欠と思って居た狭心症の治療に異常が始まった。結局、2 回目の
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バルーンをやることになり再度入院した。その入院予定の前日の朝発作が起きて、担当の中

西成元医師に電話をした。「ああ、そうですか。明日からの予定をして居るベッドが今、丁度空

いて居ますから、今日から入院できます」 

2 回目のバルーンも無事終了。快調な毎日を送る事が出来る様になったが、知らず知らず

の間に段々歩く速度が落ちて、街を歩くとき誰よりも遅くなって来た。その上、発作に似た症状

が出始めた。 

虎ノ門病院では、心電図等には全然症状が現われ無いので、「もう 1 度、バルーンをやって

下さい」と頼んでも、「当病院では、その程度の症状の時は手術はしない方針です。どうか御

勘弁下さい」と頭を下げられて仕舞った。これには私は、ほとほと困って仕舞った。第 1 回のバ

ルーンの時、もう 1 本の裏側の冠動脈の付け根の所が狭くなって居る事は解って居る。私はそ

れが原因では無いかと思って居る。 

今度も、がんセンター循環器の新海哲先生に相談した。「そう云う時は、医者を替えれば良

いんですよ」と、あっさりと東邦大学医学部大橋病院の山口徹先生を紹介して下さった。その

結果、心配して居たもう 1 本の冠動脈のバルーンをやって頂く事が出来、その後、ニトロも服

用しないで暮らして居る。 

然し、2 回目と 3 回目との間が、余りに長く、その間、ろくに運動が出来なかったので、筋肉

が弱って仕舞ったらしく、その回復に努力をして居る今日この頃である。年をとると、中々体力

が回復しないものだ。 

 

10.3 Dupuytren 拘縮 

去年（H9）から起きて居たのを、気が付かなかったのかも知れない。 近両手共中指と薬指

とが握り拳にならない。握っても指の先が手の平に附かない。  時々行って休養して居る富

士吉田の小明見にある明見湖温泉の主人が針をやる。一寸相談したら直して上げるとの事。

「お金を頂いて居るんだから必ず直しますよ」なんて云って居たのを聞いて居たから、やって貰

う事にした。漢方医の事だから、そう短時間には直るまいとは思って居たが、2 回日の治療の

時、其の針医者は「これは重傷だ。この儘続けるか、いっそ手術をするかを決断して下さい。

一度、レントゲンをとって貰って下さい」と言い出した。針医者から云われたからと云って町医

者にレントゲンを撮って貰うのも一寸気が引けたが、遂 近、家の道路を隔てた向側に開業し

た整形外科医が結構流行って居るので、その石川整形外科でレントゲンを撮って貰った。骨

には異常が無いそうである。「そのレントゲン写真を貰えますか？」と聞いたら、怒り出した。「針

医者は、あれは医者では無いんだよ。見せたって解らないよ。医者で無いんだからね」と偉い

剣幕。これでは、将があかないと考えて、がんセンターの整形外科に行って別府先生に相談

した。突然亡くなられた福間先生の後任の先生である。「ああ、これ未だ手術をする程じゃ無

いですよ。針が少しでも効く様だったら、そちらを続けても良いのじゃないですか。神経に傷を

付け無い様にしてね。これ Dupuytren 拘縮と云いまして、未だ原因の解って居ない病気なん

です」「がんでないのに、がんセンターで手術して頂くのは、一寸、気が引けますね」「そうです
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ね。だけど、何うしても此処でやって呉れと云われて、やった事が有りますがね」 

こんな次第で、目下、針灸治療を続けて居るが、針医者日く「1 週間に 1 度位は来て下さい

よ。同じ治療を 1 年も続けるのは嫌だからね」それじゃ、片道 3 時間、一寸遠いけれど極力通う

事にするか。 

この Dupuytren 拘縮病は、云わせれば、キーボードを叩くのが原因だと云う人が居る。指の

第 1 関節・第 2 関節を曲げる指令を出す神経、これが肩から指の先迄繋がって居るが、その

神経が入って居るパイプの様な物の内側に何かが溜まって、神経の動きを鈍くする病気であ

る。灸をすると、少し壺に火傷を起す。そうすると、その部分の血の巡りが良くなり、神経の入っ

て居るパイプの内側の老廃物を洗い流す。この事を利用した療法で有るとの事。一寸、面倒

な現代病である。針治療を始めて半年に成るが、何うやら、 近（Hl0－11 月）に成って、治癒

の兆候が現われて来た。 

 

 

11. 体力作り 

11.1 ゴルフ 

私は、皆さんがゴルフを始めた S30 年頃は、中々ゴルフに踏み込めなかった。その内に六

郷の河川敷に打ちっ放しのゴルフ練習場が出来、昼休みに皆さんが練習する様になった。私

もその頃からゴルフの練習を始めたが、中々思う様に上達しなかった。何がキッカケかは忘れ

たが、グリップの原理を理解する様になってから、真直ぐに飛ぶ様になり、スライス・フックを自

由に打ち分ける事が出来る様になった。そう成って、やっとコースに出て見ようと云う気持ちに

なり、小林幹美さんに誘われて伊豆修善寺のゴルフ場通いが始まった。 

ゴルフ場は、行って見ると当時は混んで居ないし、広々として気持ちが良い。1 日に 2 ラウン

ド・ハーフ廻ることもあった。これは体力維持には持って来いの運動だった。S51 年の頃から、

何んな縁からか覚えて居ないが、大磯ゴルフ会に参加した。毎月 1 回、大磯海岸の 9 ホール

のミニゴルフ場にかよった。200 回記念の時の記念品・立派なタオルは、今何処にしまってある

のだろうか。大磯ゴルフ会は暫く欠席して居る。会長の佐藤禎祐さんから今年（H10）の 10 月

は 400 回記念だと云って来た。プレーは出来なくとも出席して見たい気がする。 

技術士事務所を開設してからも、技術士全国大会には必ず参加し、ゴルフで友人が出来

て、後々の仕事に繋がる事もあった。技量としてはそれ程でも無く、ハンディーの低い時は良く

優勝して居たが、段々優勝からも遠ざかった。今は狭心症の関係で全然ゴルフをする機会が

無くなった。 

ゴルフの醍醐味はパターにあると云う。ストロークの半分はパターなのだ。パターが一発で決

まれば、余程の事が無い限りパーセーブは出来る筈だ。それあらぬか、昔、毎日 2 階でパター

の練習を 200 ストロークやって、ゴムのカップに 4 個の球が入る迄練習をしてから床に着いて

居た頃は、成績も良かった。今はそれも出来無いで居るが、ゴルフのテレビ中継があると、許

す限り見る。パターは球の転がる経路を予想して、その様に転がる為には、直近の芝生の何
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処を通ったら良いかを読み切る事が大切で、テレビの画面上でその直近の芝生を予想して見

て居る。それが当たる様になって来ると面白い。 

 

11.2 事務所通い 

ゴルフ以外に、余り運動らしい運動はして居なかったが、子供が名古屋勤務から東京に戻

った時、事務所にして居た自宅の部屋を子供の住居として解放する事にした。事務所は日吉

の奥の方に一軒家を借りた。 

実はこれが私の体力維持の絶好のチャンスとなった。毎日、朝・昼・晩と片道 15 分歩く事は、

後々の体力維持に役立ったと共に、人間には、通勤と云う気分転換が必要なのだと云う事を

実感として感じる事が出来た。お陰で仕事に集中し易くなり、その後、2～3 回引っ越しをした

が、その度に資料が整理され、昔を思い出しては、やった事を理論的に纏めて、東洋大学で

の講義に使ったり、月刊「技術士」に発表したりする事が出来た。中でも「航空魚雷ノート」の

発刊は、若し自宅に籠って居たら実現しなかったかも知れない。 

今は自宅の別棟・母屋を事務所にして居るが、運動の面で不安無しとしない。それに通勤

の気分転換や、家庭の煩わしさからの解放は望むべくも無い。 

 

11.3 ラジオ体操 

自宅に事務所を引き上げてから毎朝ラジオ体操をして居る。朝 06：30 は、時に依るとキツイ

場合があるが、そんな時は体操が終ったらまた床に入って、身体を休める事にして居る。 

 今の私には、その程度の運動が適量の様で、もうゴルフ等は出来ない。ラジオ体操も真面目

にやると、結構、筋肉の伸びるのを感じる事が出来、良いものである。海軍体操よりは、幾分楽

である。 

 

 

12.趣味とその付き合い 

12.1 スバル思い出の寸描 

私の趣味としては軽自動車がある。山武にスバルクラブなるものを作って楽しんだ。 初の

クラブ員は 6 人。それが 盛期には 50 人を越えた。つい 近（Hl0－3）、[vivio]の 12 ケ月点

検整備で、大田営業所に持ち込んだ時、平成 6 年 11 月以来、大田営業所長を勤めて居る

谷川常忠さんが「スバルの 40 年」と云う A5 版の小冊子を下さった。それには 1958 年（昭和 33

年）以来の各年度・各車種の写真が全部掲載されて居る。見て居ると誠に懐かしい。 

1985 年型のスバルは、何と云っても自動車の中の傑作である。座席の座り心地、ラック・ア

ンド・ピニオンのステアリング、トレーリングアーム式の後輪支持、その摩擦式ダンパー、前開き

ドアーとスライド窓ガラス・三角窓、どれをとってもユニークな設計で、飛行機野郎の気迫を感

じる。私はその 1985 型のスバルに 7 年間、約 10 万 km 乗った。 

ある時、セールスマンが、「市川さん、もうそろそろ新しい車に乗り換えませんか。今度の新
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型に乗って見て下さい」と盛んに、乗り換えを勧めた。確かに 60 年型以来改善されて、スマー

トになったと同時に、乗って見ると運転性能は格投と優れている。所謂、運転しやすくなって居

る。そこで、もう少し 58 年型に乗り続けて記録を作ろうと云う考えもあったが、その夏に乗り換え

て仕舞った。そうしたら、その秋、「只今現在、58 年型を愛用して居られる方、ヨーロッパ旅行

に御招待致します。御申し出下さい」と云う富士重工からのキャンペーンが新聞に載った。私

はセールスマンに云った。「お前、このキャンペーン企画のある事、知って居たのか？」 

暫くは気が付かなかった事だが、新型車は、58 年型に比べてトルクが弱い。平地では、そ

れほど感じなかったが、碓氷峠等に行くと、忽ちその現象に悩ませられる。それでも、その後に

設計されたスバルに比べると未だトルクがあった。後日、長野県の車坂峠を越えて菱野温泉を

尋ねた時、新クラブ会員の新型車が急坂を登るのに苦労して居るのを尻目に、悠々と登って

行った事を思い出す。その菱野温泉には、今、25kW のコージェネレーションが設置されて居

る。私は今、コージェネレーションの普及に努めて居るが、此処のコージェネレーションは、米

国からの輸入品である。その見学の為と称して、再度平成 6 年 6 月 5 日のドライブで新装なっ

た 4 階コンクリート建の菱野温泉を尋ねた。昔の木造の建物の一部が従業員宿舎として使わ

れて居た。御主人日く「私が子供の頃、下の広場一杯にスバルが駐車したのを覚えて居ます

よ」。 

当時は、本田技研が軽自動車を出して、鈴鹿のオートレースが盛んに行われ、それに勝つ

事が、自動車の販売増につながる時代だったから、専ら平地での走行速度に設計・研究のま

とが絞られ、設計陣の方から「今の私たちの研究は、この僅か 360cc のスペースの中で、如何

にして沢山の燃料を燃す事が出来るかと云う所に絞られて居るんです」等と云う言葉迄出る時

代だった。これが後に R2 等と云う、とてつも無い不経済な車を生む結果となった。環境問題が

叫ばれるて居る今の時代では考えられない。 

一時私も多少凝って、特別仕様の 360 のスポーツ車に乗った事がある。残念乍ら、営業所

長から戴いた「スバルの 40 年」には、その写真が無い。生産台数が余り少なかったので、写真

が撮れなかったのかも知れない。 

そのスポーツタイプのスバルには面白い思い出がある。当時、海軍で 1 年先輩の佐伯正剛

さんが、自衛隊を辞めて宇都宮の日本ランコの工場長になって居た。そんな関係で、度々宇

都宮迄ドライブした。その帰り、当時は、岩槻までしか開通して居なかったガラガラの東北自動

車道を 140km／H で飛ばし、BMW だったか MercedesBenz だったか忘れたが、並行して走っ

て、岩槻で手を振って別れた事を思い出す。昔はそんな事が出来た。 

   

12.2 スバルホッケー運動会 

藤沢工場の用地買収が終ってから、相当永い間、工場建設は始まらなかった。その広い空

き地で、スバルの運動会をやろうと云う事になった。集まったスバルは何台だったか忘れたが、

相当の台数集まったので、2 チームにわかれ、運転席の窓からステッキを出して左手で運転を

してホッケーをやろうと云う事になった。参加者全員が、自称運転のベテランばかりで有るから
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見事なホッケーが展開された。 

タイヤ交換競争等と云う競技も行われた。当時は、走行中パンクして、予備のタイヤと交換

する等と云う事は、日常の茶飯事だったから、こんな競技が考案され、皆得意になって競技に

夢中になった。このスバル運動会の一等賞品が何んとタイヤであった事も、昔を偲ぶ縁（ヨス

ガ）である。 

その他、思い出は切りがない。こんな事もあった。当時、毎年やって居た富士重工・太田工

場の見学の時である。熊谷の交差点で、右折して太田の方へ行くので有るが、当時の 17 号

線は熊谷の一部丈が何車線かは忘れたが、兎に角広い道路になって居た。そこへスバルが

30 台近く右折信号をピカピカさせて、道路の中央線によって行ったのだから交通巡査は驚い

た。信号に無関係に他の交通を止めて 30 台余りのスバルを優先し右折させた。 

こんな事もあった。当時、燃料タンクの容量は 20ℓ位だったと思う。だからドライブの途中で

給油が必要だった。高崎のガソリンスタンドで給油をした時の事である。これだけ一遍に給油

するのだからと、値段の交渉をした。その結果、確か＠￥32／ℓで給油したと思って居る。当時

の物価も去る事乍ら、今の値段は如何にも高い。何とかならないものか。 

 

12.3 自動車の整備 

山武スバルクラブ員たる者、整備不十分な車には絶対に乗らない。半年毎にプラグとポイン

トの交換は必ず実施する。いや、その時代はプラグを外して、サンドブラストを掛けて整備し

た。 

所がである。6 ケ月点検とか 12 ケ月点検とか云う法律の様なものが出来た時以来、その点

検は、業者に持って行く事になった。始めの内は、整備点検が終って受け取って来ると、必ず

その翌日、整備不完全を発見して、又、持ち込むと云う事が当たり前の事で、その度に営業

所長を説教しては、整備員教育を促した。それが 近、整備員の質が向上したと見えて、整

備の完了した翌日、再び持ち込む事が無くなった。私は 近、それを毎回の整備の時褒めて

居た。 

今回久し振りに、12 ケ月点検に持ち込んだ翌日、サイドブレーキ・ランプが付きっぱなしに

成って仕舞った。何うやら、実際にサイドブレーキが緩まないのでは無さそうである。暫く走ると、

殆どの場合消える。これはエンジンが IC 制御になった車では何やら心配。走行には、差し支

えないので、2～3 日そのまま走った後、再整備に持ち込んだ。「市川さん！誠に申し訳ありま

せん。御注意を受けているブレーキパッドはチャンと点検していますが、ブレーキオイルの量が

殆ど 低レベル迄、下がっていました。それでランプが付いたり消えたり・・」 

この頃は、エンジンフードを開けても、プラグ点検も出来無い位、部品がギッシリ詰まって居

て、自分で整備する等と云う事は出来無くなった。それだけに、整備員教育とそのマニアルの

整備は必須条件である。 近は「車と云うものは壊れないものだ」と云う概念が行き渡って居る

から、車の整備は大切な仕事である。 

昔、スバル・クラブのドライブで何処かへ行った時の事だ。蒲田君が、自作の Tr を使ってイ
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グニッション・コントロールする基盤を搭載してドライブに同行したことがある。何の辺迄行った

か覚えて居ないが、その基盤が故障した。蒲田君はクラブ員が見守る中その基盤を外し、標

準品のデストリビュータと交換し、素知らぬ顔をしてドライブを続けた。 

こんな事もあった。ドライブに伴走して付いて来た桜井君のオートバイのチェインが切れた。

そのオートバイを適当にトランクに載せ、 寄りの、いまで云う宅配業者迄運び、桜井君は同

僚の車に同乗して帰った。ドライブの途中の事故を想定して、トランクに予備品と工具とを積ん

で行く事は、当時のスバルクラブの常識だった。殊に 1 人でドライブする時は必須条件である。

そんな次第で、運転の初心者がスバルクラブのドライブに参加を希望する人が多かった。 

箱根の山の裏道を探索して廻って居た頃の事だ。細い細い人 1 人位しか通れそうもない林

道で、車輪を溝に落とした。その時は、日頃何かの為と思って積んで居た材木の切れ端の御

蔭で、1 人で脱出する事が出来た。こんな事は序の口である。 

工場内の駐車場で、皆で一緒に分解整備（？）するのは極く当り前。或る日、エンジンのチ

ューンアップをしようと云う事になり、昼休みに分解した。エンジンヘッドをポペットバルブが当ら

ない程度、削って薄くすると、圧縮比が高くなり出力が増加する。今で云うアフターファイブ。

エンジンヘッドをフライス盤に取り付け、確か 1mm 位だったと思うが、削り落として駐車場に戻

って来ると真っ暗。組立等とても出来ない。仕方無いからその儘にして電車で帰宅した。 

 

12.4 モービル・ハム 

スバルクラブも、ドライブ計画を作成すると、それを聞いて参加させて呉れと、クラブ員外から

申込が来る様になった。榛名山にドライブした時の事である。流行歌「湖畔の宿」の宿であると

云う店の傍でヘヤピンターンして、榛名神社を通って帰るコースを選んだ。 

車の数も多いので 2 組に分れ、各々リーダーを決め、途中の休憩をするドライブインも、その

ドライブインに到着する予定時刻も決めて出発した。所がである。前述のヘアピンターンを曲

がって 100m 位の所で、待てど暮らせど後続車が来ない。もう 1 組の方は、ヘアピンターンを曲

がらず、真直ぐに進んで仕舞った。後で解った事だが、両グループ共、略同じ時刻に予定のド

ライブインに入り、予定通りに帰京して解散していた。「もう少し我慢して待って居れば、会えた

んだなあ！」 

こんな事が有ってから私は考えた。クラブ員の中に、せめて 2～3 局モービルハムが居れば、

こんな時に御互いに連絡が取れ、安心してドライブが出来る。そこで御触れを出して、ハム受

験のチャンピォンを募った。2 人が応募して、半年後には、各々ハムの局長さんに成った。その

2 人が私の席を訪れハム合格の報告をして呉れた。嬉しかった。 

「所で市川さん！御願いが有るんですが」「何だい」差し出されたフォーマットはハム受験申

込書である。2 人は、ニヤニヤして居る。「そうか、俺もハムを取れと云うのか。仕方無い、やる

か」これがその昔、趣味の 高峰で有ると羨ましがられて居たハムの局長になり JH1－UYA 局

を開設するキッカケである。 
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12.5 ハムとラジコン 

私がハムを始めた頃、丁度、アポロ 11 号が月面着陸をした。一生に一度になるかも知れな

い交通事故による入院をし、退院後の自宅療養中の時だったから、毎日の月からの放映を見

る事とハムの QSO が日課だった。2 階の窓から竿竹を突き出し、その先から電線をぶら下げた

ダイポールアンテナで QSO を楽しんだ。山口県の瀬戸内海に浮かぶ大島との間でイースポに

よる QSO をした時は感激した。QS カードを交換したか何うかは忘れた。一度調べて見ようと思

って居る。 

お空の御遊びでは、色々と思い出が多い。摺木君、彼は JA1 であったと思うが、彼からは、

色々電気の基礎知識を教えて貰った。one-shot-multi-vibrator と云う回路も教えて貰った。

或 る 日 、 技 術 部 長 が 質 問 の 為 、 回 路 図 を 持 っ て 工 場 長 室 に 現 わ れ た 。 「 此 処 に

one-shot-multi-vibrator を入れれば解決するんじゃ無いの！」と云ったら驚いて居たが、この

一言で問題が解決した。その技術部長は東大出身の電気屋だった。 

現在は使われて居ないが、当時、6m バンド用の八木アンテナとしては、 高レベルのアン

テナを購入した。その事をお空で吹聴した。そうすると川崎地区・横浜地区のハムが、日曜日

に立てに行ってやると云う。そして当分の間 QSO はアンテナ談義。 

建築足場の廃材と称してアンテナを支える足場パイプ、そのアンテナパイプを屋根の庇に

引っぱるワイヤ、それを締めるターンバックル、屋根の庇に固定する金具の製作、はては屋根

に登る為の梯子に至る迄、QSO の間に分担が決まって仕舞い、いや応無しに或る日曜日、10

局位の局長さんが集まって来て、ワイワイガヤガヤとアンテナを立てる準備を始めた。私はその

日午前中一寸用事があった。「いいですよ。俺達で、やっちゃいますよ」昼一寸過ぎて帰って

見ると、アンテナは既に立って居り、後はリグと繋ぐ丈だと云う。そのアンテナは、見事な製品で

設計図通りに組立てた丈で有ったが、日立付近のローカル QSO を潰して仕舞う程の出力で、

後日、日立のハムから文句を云って来た。この総指揮をとったのはコールは確か JAl、2 桁局

のハム・ベテランである。この頃（H9）、年賀状が返却される。何うして居られるだろうか。 

極く近所には、JA1CIC と云う局が在る。ナショナルの電器販売店である。或る日彼の局を

訪れた。その時、彼は、H バンドのダイポールを立ててノールウエーの局と英語で話合って居

た。私は、出来れば 300W 位のリグを使って外国と交信したいと思ったが、それには、もう 1 度

試験を受けなければならないし、設備費も馬鹿にならない。 

その内に若い連中にもハムブームが広がり、Honeywell のハムクラブの連中とも色々と技術

的やり取りもする様になった。私は会長に祭上げられたが実務は一向に出来なかった。 

   

12.6 ラジコンの夢潰ゆ 

関西の 33 期の人々が始めた「技術科 33 期だより」が東京で発行される様になった。その 21

号【ガンルーム】に「ラジコン人生」と題して 19 分隊の石本文二さんの文章が真っ先に掲載さ

れた。それを読んで、スケール模型飛行機の醍醐味を味わわして頂いた。「貴様達、自殺でも

しない限り 80 才まで生かされる。その人生設計がしてあるか」との某分隊監事の終戦当時の
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言葉と「それには趣味を 3 つ以上もつこと」と云う言葉にぴったりな石本文二さんの趣味に感じ

入った。 

私もラジコンをやって居た。その趣きが多少違う。そこで私も、その体験記を「技術科 33 期

だよりに投稿した。私の場合、会社を辞めると急に時間の余裕が無くなり、事実上不成功に終

って仕舞ったが、飛行横の操縦を双葉電子の娘婿が指導してくれ、ベテラン操縦士がバラン

スの不完全な私が作った模型飛行機を双葉の模型用飛行場で見えなくなる程の上空迄、飛

ばして呉れた時は感激し、東京・浜松間無着陸飛行計画に夢をつないだ。 

市販の割合大型の模型キットに、約 1kg の燃料を積むための自作の燃料タンクの製作が一

つのハードル。飛行時間は 4～5 時間。それだけの時間を考えて、市販のエンジンが持つか何

うかのテストは、何うやってやるか。地上を走る車からコントロールするには、東京・浜松間のト

ンネルの無いルートを探す必要がある。 

この 3 つの課題の内、大型燃料タンクの問題は、1kg の燃料の代わりに飛行機の重心に

1kg の重りを付けた模型飛行機でテストした。その 初のテストで飛行機を壊して仕舞った。東

京・浜松間の地上ルートは調査したが、どうしても 1 ヶ所短いトンネルがある。静岡の大崩海岸

である。コントローラの引き継ぎ実験が絶対に必要になった。エンジンの耐久試験とコントロー

ラの引き継ぎ実験については、80cm のボートを作って実験することにした。その 2 つの実験を、

当時は、余り混んで居なかった湘南バイパスを使って、大磯港・小田原港の間で実験すること

を当面の目標にした。 

大磯港の入出港実験は、成功した。小田原港の入出港実験の時は、エンジンを掛けて、コ

ントローラのスイッチを入れ忘れたまま、スタートさせて仕舞った。港の灯台の根元からの信号

を全然受け付けない。おまけに、テトラポットに乗り上げたりした挙句、港の出入り口の赤白の

灯台の間を、うまい具合に通り抜けて大島の方角にドンドン進む。「ああ、これで、あの船とも御

別れか」と遥か沖へ向かって行く模型ボートを見送った。 

所が相模湾には、相模湾海流が西から東に向かって流れて居る。ボートは波間に見えつ隠

れつする頃、東向きに方向を換えて早川の河口の砂浜に乗り上げて仕舞った。同行の摺来

君が車を飛ばして行ってエンジンを止めてくれた。お陰でこのボートは、エンジンの耐久試験

に使用する事ができた。 

この話は当時夢中になって居た 50MHz のハムで御空に流した。その結果、河口湖でのコン

トロール引き継ぎ実験、西湖での耐久実験とも、ハムを傍受していた局長さん方迄やって来て、

大変な騒ぎ。当時の録音と写真とを見ると今でも興奮する。 

 

12.7 パソコンの悪戯 

私は、PC－8001 が発売されてから、ずーっとパソコンを使って居る。始めは本当に仕事に

使って居た。パソコンの御蔭で大変便利をした。 

 

E－MAIL や INTERNET が使える様になって、何とかやって見度いと考える様になった。器
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材を整える事が出来て、練習をしてやっとの事で、E－mail が出来る様になった。中村久一郎

さんがわざわざわが家迄、御出張下さって Internet で www を見る事が出来る様になると、これ

は全くの御遊び。色々の www を見て楽しむ事になりそうである。 

                           

 

13.振り返って 

13.1 人生は運命が 80％ 

雷撃を志望して海軍に入ったのも連命であったと思う。受験するときは、真珠湾攻撃用の改

3 の研究が行われて居るとはつゆ知らなかった。然し、合格して見ると雷撃の海軍学生として

は私は 4 人目だった。そして成瀬少将の指導の許、91 式航空魚雷を全く自由に改良設計を

させて貰った。 

神戸製鋼所に入社したときは、民間会社は何んなものかを知らなかった。山武は人生訓練

だったし、吉田電機㈱の取締役工場長に成る時は、まさかオイルショックが起きるとは思っても

見なかった。技術士試験の時、奥明さんと隣あわせで受験した事も予想外だった。勿論、後

に奥明さんの推薦と御尽力で（社）日本技術士会の理事や、日本コンサルティングエンジニヤ

協会の監事・理事等を勤める結果になるとは、想像も付かなかった。 

同窓会の神奈川県支部長根本茂さんのお世話で、何回も土光敏夫さんと御話をし、御願

いした「技術士要覧」の巻頭言を、土光さんに代わって起案する事になる等とも考えた事もな

かった。この起案の時は、この際と思って、日頃私が考えて居る事を簡明に表現した。土光さ

んは、これでよろしいと、1 字の訂正もなく、その儘、サインして下さった。土光さんと度々御会

いする事が出来たのも、その遠因は、偶然にも、五十嵐修蔵さんの代わりにモスクワの高速度

写真・国際会議に出席した事にある。長野末光さんからの御勧めで、その旅行記を色々の雑

誌に載せ、蔵前工業会神奈川県支部その他で、モスクワ旅行の講演をした。その結果、蔵前

工業会幹部の方々に、私の存在を知って頂く事になった。これも偶然の仕業である。 

私はこれらの偶然を十分に生かし切れなかった事を、返す返すも残念に思って居る。世の

中には、偶然の逆境さえも逆手にとって、幸運の女神を呼び寄せて居る方が多い。見習いた

い。 

 

13.2 系図の複写 

平成 10 年、蔵前工業会で「天皇陵に見る歴史」と云う講演があった。東京支部の講演会に

は、 近講演の後音楽がある。この度は、芸術大学の 1 年生を招聘してのピアノ 3 重奏曲。

色々の小品を楽しむ事が出来た。 

その久振りの音楽も去る事乍、「天皇陵に見る歴史」と云う講演が、私には身に滲みた。と

云うのは、わが家の系図は戦災で消失した。もしかして、この第 2 次世界大戦で焼失しては、

貴重な系図が無くなると云うので、その写しが保存されて居た、これを何とかして系図らしい形

にして後世に残したいと思って居た。 
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当時・蔵前工業会神奈川県支部は、大変活発な同窓会活動をして居た。その一つが見学

旅行会である。ある年の旅行会で、埼玉県小川町の和紙製造展示場を訪れた。そこでは、皇

室の御注文で 1200 年保証の和紙を御納めしたそうで、その残りが保管されて居ると云う。早

速乍、わが家の系図の事が頭に浮かんだ。何回か小川町を訪問し、保管されて居た皇室に

納入した紙の残りを使って、系図用の折り畳み式の冊子を作って貰った。 

系図をその冊子に書き写す段階では、今まで想像も付かなかった苦労の連続だった。1200

年保存の効く和紙には、墨汁の墨では、書く事が出来ない。用意した練習用の和紙の切れ端

に何度か試し書きをしたり、墨の種類を選んだリ、系図には必ず必要な朱墨で、真直ぐな線を

引く練習等、思いがけず・苦労の連続だった。それ丈に出来上がった時は、何年かの努力が

報いられた思いで嬉しかった。受け取った兄弟は皆感激して呉れた。 

  

13.3 纏めて一言 

人生 50 年と云われた時代は既に去った。私もこの本が出版される頃(H11－3 月)には満 80

歳。この年になって、つくずく思う事は、与謝野鉄幹作詞の「人を恋うる歌」の第 1 節に絞られ

る。 

 

妻をめとらば才たけて みめ麗しく情けあり 

友をえららば書を読みて 六分の侠気四分の熟 

 

終 


