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寄稿                  あぁ～男は哀しい！     

                  （ 小説：放送無線技術者の哀歌 ）                           

 青野 義夫 

 

私 さいたま市の荒川近く 地方大学電気工学科四期生 そうです小林禧夫先生 熱烈

激情講師時代の教え子 いや不肖の弟子であります。 が、２年生の頃から 自ら工学セ

ンス皆無である事自覚し 転部退学試みましたが 勇気・決断力なく ずるずると ・・・  

 

いや当時は かの安田講堂闘争時代 全国学生は狂乱 我らが田舎にも かの羽仁五郎闘

士来訪 図書館前の演壇で決起煽動大演説・・・突然 大先生の顔面に投石 当たる瞬間  

見張っていた事務局学生が 見事キャッチ 事大事に至らず ・・・  

我ら 団塊世代 誕生から仲間はウジャウジャ 小学校は２部授業 大学もマスプロ教育

の始まり とにかく 授業もコチャゴチャガヤガヤ～ でもこちら 集団行動好まず 情

念・情念など と 恥ずかしき言葉口に出し 右系左系関係なく 大江・三島・埴谷 etc

アナーキー思想・文学に耽溺 上京しては 仲間と新宿で激論のフーテン野郎 ・・・ い

やはや 昭和騒乱時代 でありました。しかし 時来たれば やはりトコロテン卒業・・・  

ほとんどの級友も 大学院などの発想なく 親の命令は 早く稼ぎに行け！我 志気なく 

気概なく 学力なく 仕方なく・・・ないない尽くしで入社試験・・・少々の知能テスト 

少々の英語 少々の面接 3 分ほど世間話すれば 3 日後には合格通知 ・・・ 今日のご

とき 競争率数 10 倍  即戦力・折衝力・コミュケーション力 そら恐ろしい就活必須三

原則など皆無（小林先生：シュウカツなんて知らねえよ トンカツなら知ってるけど だ

って！） 今の試験 ペーパーテストは無きに等しく  学生の人間像 暴き出す地獄訊問

ばかりだそうで あまりに気の毒～ いやぁ～ 昔は良かったなぁ～ 誰でも彼でも 名

だたる大会社即合格 ・・・ いやはや 40 年前の事でありますよ。 

 

1970 年 4 月 晴れて豪華ホテルで 入社歓迎パーティー  

社長殿 

＜我が社は 情熱溢れる 若き皆さんを 熱烈歓迎するのであります・・・！＞ 

と 絢爛バイキングの前で 満面の笑み！ ところが入社後は大違い 研修は狭いひと部

屋のみ 課長・部長・事業部長とやら 会社自慢と人生訓 グループディスカッション・

プレゼンもなく 欠伸・居眠りしてたら １週間後 即職場だった！ 

 

配属は 放送技術部・放送無線装置設計 VHF からマイクロ波までの 基幹無線回線装置

を扱う ・・・ 

＜ アオノ君 まずは IF・130MHz の AMP 設計だ！＞ 

＜ IF って なんですか？＞ 

＜ バッキャロ～ 自分で調べろ！＞ 

なんだか知らないが 発振・変調・増幅が一体となっている映像変調器とやら 先輩が手

とり足とりなら ウレシイが 先輩から出る言葉と言えば 

 ＜そんなことも 知らねえのか ・・・！＞ 
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 ＜はぁ～！ すんません！＞ 

 

DG（微分利得），DP（微分位相）とやらが 変調器出力端 VSWR に関係し 映像の色相を崩

すらしい・・・ 

＜ IF 出力側の VS(WR)入ってねぇじゃねぇか だから次段から反射が多いんだ 

matching 弱けりゃ ガンガン AMP して PAD 入れろ 少しは VS が稼げる・・！＞ 

＜ いつまで やってるな ・・・ 次は 3.5G AMP だ＞  

＜ お前 専門は マイクロだろ！ ＞ 

＜ そんなこと言ったって やったこと ないっす！ ＞ 

＜ 誰だって知らねぇよ そこにある CTC (USA 半導体メーカー）のカタログに 

Tr の入出力インピーダンス書いてあるだろ～ Smith Chart 動かし まずは 

Strip line の matching 設計しろ テフロン基板 厚さ ◎◎ｍｍ，ε＝△  

だったら 50Ωline は 幅 何ｍｍだ？ ＞ 

＜ ともかく 期限は２ヶ月 実験・設計して 新装置に使うんだ ・・・ ＞  

 

毎日毎日カッターで テフロン基板の金属箔 切った貼った ヤ～さん如き Strip line

の切り紙細工で 整合調整 ・・・ 

《 言うは易し やるは地獄！ 》 

 

初任給 4 万円 マイクロ波 Tr も ほぼ同価格 整合が大幅に崩れると Tr は即臨終  

うんともすんとも ・・・ そのたびに 先輩から大目玉 

＜壊れる前に 電源切れ！＞ 

＜そんなこと できないっす！ Tr の気持ちなんぞ 分からんです・・・＞ 

いやはや Tr いくつ壊したか 今でも 白状したくない ・・・ 

 

実験室 隣課の仲間が 映像放送波用 VHF リニア AMP の実験 最適混変調性能を得る整合

実験 ATC社 chipコンデンサー つま楊子でエミッタ付近 微動微調 ハンダコテ 付け

ては剥がし 付けては剥がす・・・果てしなき攻防・・・残業時間にもなれば 窓から這

いあがる 階下焼肉屋のかほり ・・・ ああ 旨そう ～ 

＜腹 減ったなぁ ～＞                  我ら同志互助会  

＜先輩のアイツ 態度デカくて 頭に来るなぁ～ ＞ 

＜テメエで やって見ろって！＞              互いに愚痴  

★ 結局 彼とは 40 年間放送無線設計だけで 心中することになってしまった！ 

 

なんとか設計仕様書らしきものゴマカシ 部品手配 機構設計にも細部指示 基板＆収容

箱の図面も完成 ・・・ やっと できたぁ～ と ほっと しつつ 

  ＜ああ とんでもないところに 入ってしまった！＞ ・・・ と 毎日ため息   

８時始業の満員通勤は ６時半家を出て ムショへのお迎え列車 だった ・・・ ！ 

 

昼休み 先輩方 食堂から帰れば 机にうつ伏せグッタリ～ 13 時のベルでガバと起床 

17 時に再度食堂 夜食の麺類食らって 23 時頃まで残業エンドレス・・・麺類は確か 40
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円だった！ 

＜俺 今月 残業 200 時間！＞ そんな自慢ばかり！ 

＜バッカ じゃねぇか・・・＞ 

 

装置は 72 年札幌オリンピック用の映像伝送マイクロ回線装置だった・・・立会い検査ま

で残り１週間 課長は顔面蒼白 こっちダメ あっちダメ もちろんアオノ設計 試験し

たらまったく動作せず！現場の仕事師が みずから 我がStrip lineズタズタにして 即

席設計でっちあげた・・・ 

＜お前 それでも大卒かぁ～ よくそれで 設計なんかに 居られるなぁ～！＞ 

★ 大卒という印籠は まだ価値があった時代なんです 

 

検査まで残り3日 でも懸案事項 数10項目 送受対向映像音声性能はもちろん アース

周り不安定 スプリアス多大 マイクロ出力は温特でダウン 制御はバグだらけ 電源も

時に突然垂下・・・こっちは ただ つっ立ってオロオロ・・・心配してるフリしても ど

うすることも I can not ! 

 

課長は胃潰瘍 毎日薬飲み 時に病院通い 部長にヘコヘコ苦渋の報告・・・でも時間は

容赦なくやってきた ・・・ 立会い検査当日 うやうやしく お客様を応接に迎え 

＜完璧ではないかもしれませんが ご満足いただけると思います！＞  

とかなんとか まずはニコヤカに表向き発言・・・ 赤絨毯こそなかったけど 黄門さま

ご一行 試験現場へ・・・検査は終日 いや深夜まで～ 結局 再検討項目記載議事録  

真っ赤か！ 

出荷は 5 日後 札幌まで空輸 即現場工事・・・モチロン こっちは何もできないお坊ち

ゃんゆえ コマ使いのみ  

＜秋葉に行け あれ買って来い ・・・＞ 

＜外注から あれ貰って来い ・・・＞ 

期限 待ったなし ・・・ そら恐ろしい殺気が充満 ・・・ いや大震災で 工場ごと 

ぶっ飛べばいいとも 思った！ 

 

70 年代は すでに固体化半導体時代（固体化という言葉も奇妙で なんかシックリしな

かった） だが 60 年代前後は もっと凄まじい検査だったとか！ 何をやっても世界初？ 

真空管周り 文字通り手巻きコイル・電解コン・抵抗 配線 みな空中戦・・・お客様検

査も 宿泊前提 ご来訪だったという。 放送局＆メーカー 帝大卒エンジニアが頭付き

合わせ 簡易な信号発生器とテスター程度の測定器 ああでもないこうでもない・・・電

気通信原論の名著を脇に置き 激論バトルで性能取得 ･･･ 

 

疲れきって 昼間の検査終われば 営業は しかるべき隠れ家にお客様ご案内 お姐さん

方ご参集 徳利数 10 本ひっくり返し 野球拳やら ドンチャカ騒ぎ 翌朝は悪臭撒き散

らし 第 2 戦目 ～ 終われば 次は当時全盛だったキャバレー ビッグバンドに合わせ

て チークダンスが楽しみだった・・・とか 先輩から秘かに聞いた・・・明治生まれの 

我が親父も電気会社だったけど 外注接待は日々 いつもタダ酒 クリスマスにはかなら
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ず トンガリ帽子とクラッカーがお土産で深夜帰宅・・・それだけは忘れもしない・・・ 

ケーキなんか 食ったかな？ 

 

ところで 先の札幌マイクロ回線工事継続中 出勤したら 

＜アオノ君 スペアナ持って すぐ飛んでくれ！＞ 

と 課長からご下命！ワイシャツ１枚でスペアナぶらさげ羽田へ初めて行った。 727 に

乗った！ もち飛行機は初体験 スチュアーデス嬢と 目が合うのもドキドキ うつむき

つつ狭い座席にスペアナ持込 最尾席  

＜これなんですか？＞  可愛いい カノジョから質問 

＜オリンピックの放送装置測定に 使うんです！＞ 

＜素晴らしい お仕事ですねぇ～＞  

なんだか 得意だった！ 

 

初めての飛行機 窓からキョロキョロ 田舎者・・・工事専門部隊に加えて 設計先輩方

次々現場入り 手稲山⇔札幌市内放送局往復 現場奔走・・・ついには我が部長（北大出

身）も到着・・・徹夜徹夜で対向試験 こっちは眠くて眠くて 訳わからぬ測定中なんど

も 頭ど突かれた・・・いやはや 大工事でありました・・・それでもなんとかマイクロ

回線完成で 笠谷ほか 金銀銅 独占 《日の丸飛行隊》 を世界に発信できたのだから 

よおござんした ～  

それから 20 年後 当時のお客様 担当技師と お会いしたとき  

＜あんときはあんた方をよく世話したなぁ～ 俺の銅像でも作ってもらいたかったよ！＞  

 

私自身 すでに 20 代後半 我ひとり ９時間近く列車に乗り 青森放送局まで現地調

査出張もさせられ なんとか 少しずつ前進していたのかも知れぬが ・・・ これが 

《 男子 一生の仕事 》  と 我には思えず  

《 教員の方が 俺には向いてる 》 

と 思い直しこっそり夜学通いで  

免許取得得たものの ・・・ 同時に 

小林研究室に出向いては 

＜もうダメです・・・！＞ 

＜去るも地獄 残るも地獄です！＞  

と 愚痴ばかり・・・そのたびに 先生もた 

め息・・・ところが やることもやっていて 

本来肉食系は 華燭の典となり ついにドン 

詰りの 29 歳・・・もう逃げられなかった！ 

その直後 岩手県全域の ラジオ基幹無線回 

線ネットワーク （10 ヶ所以上中継） 

＜お前が まとめろ！＞と また課長からご 

下命！盛岡基点に 県内山頂中継所経て  

三陸沿岸・久慈～宮古～釜石～大船渡～気仙             現場測定点検 
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多段中継ラジオ無線回線装置と筆者 

沼が末端ラジオ放送所 今回の大震災地区横断・縦断の現地調査は 5 月 カスタム仕様設

計は 7 月まで 工事は 確か 12 月 1 週間 だったか ・・・！ 

 

その昔 おなじ程度のヴォリュームでも工事は 1 ヶ月以上 2 号ラックという鉄の固まり 

デカイ箪笥が如き 扉付き装置収納箱 それはそれは 堅固で重たい 搬入も大仕事で 

人夫さんも多数だったろう ・・・ 営業も札束抱えて参加 慰労対象者は お客さんに 

加えて多数 だから 連夜ドンチャカ騒ぎの祭り だったらしい ・・・ 

＜確か 15 年位前でしたか 同じ工事がありましたよね  

あの時も うちのタクシー利用していただき 豪遊も あったようですなぁ～＞ 

宮古の運ちゃんは 我を月山（宮古湾に聳える中継局）まで運ぶ途中懐古してくれた・・・ 

 

時移りて 我はその装置更新に 全力投球したというわけ・・・工事仲間を中継局ごとに

散らばって配置させ陣頭指揮 トラック搬入から 盛岡基点の全回線通し総合測定まで 

なんとか無事完了！ 完成式は 熨斗紙付き一升瓶並べた 放送局内会議室 裂き烏賊・

煎餅かじり 茶碗酒 あおって 三本締めで ご苦労さん でやした！  

 

思い起こせば 5月の現地調査初日 盛岡で盲腸入院10日間のオマケもあったけど 釜石

箱根峠 夕闇に走る賢治の銀河鉄道哀愁列車も堪能・・・  最後に 放送局 総監督から 

＜アオノ 良く 頑張った！＞ とお褒めの言葉 ★数年後 その恩師癌で他界 

＜俺って やれるのかな！＞ の錯覚 ・・・ 

人生 錯覚も大事・・・ 
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30 歳過ぎてやっと人並み 仕事山積 お客様打ち合わせ 開発設計 製造支援 現場監

督・・40 歳過ぎまで 楽しく充実 ・・地方山奥での温泉美味三昧も 役得ご利益だった！ 

 

小学生の長男連れて 親子山岳クラブ入部 山中駆け周り 甲信越のアルプス行脚は 

＜ワンパクでもいい なんとか～の 子育て・・・＞ 

文字通りマルダイハム宣伝そのままに 仕事も遊びも肉食系の若さで充満していた ・・・ 

 

 

ところが やっぱり 時代の変化は 始っていた ・・・ 災難は忘れたころに ・・・ 

 

突然 上司に呼び付けられ  

＜お前の仕事の 原価率は どうなっとる？＞ 

＜毎年 たかが 10 億～20 億の売り上げで どおする？＞ 

＜3 年後には 50 億と約束しろ！＞ 

＜出来ねば 人はやらねぇ～！＞ 

＜新仕事は 何でもある 映像・音声応用市場 衛星 ・・・ ＞ 

＜そんなこと 言ったって！＞ 

・・・しかし 上司には 絶対服従 それ以後 人材入らず 優秀同僚は他部に引き

抜かれ 諸行無常を身体で感知 指咥えていた。リニア AMP で苦闘していた隣の課と合体

され スタジオ音声機器・映像方式変換装置(NTSC・PAL・SECAM)扱う課は仕事完了 空中

分解 かつての上司はすでに霧散 気付けば 放送技術部の名称もなく 古参兵数人の放

送無線部隊のみが 敗戦処理で残された・・・  

 

社内駆け巡り 平身低頭祈願懇願 人よこせアピール 

＜どこも同じ 要は売り上げよ・・倍倍ﾋﾞｼﾞｮﾝのない事業は消えていくのみよ！＞ 

＜そんな ムチャな！＞ 

・・・ 結局 釣った魚は 製造部からの中堅数人のみ  

 

こんな狭い日本で 大企業ヒシメキ 機種を分担 需要総数は決まっている だから  

それは もうガチガチの放送事業 他者のシェアなんか 奪えない・・・ああそれなのに 

営業は 

＜売り上げ なけりゃ しょうがねえだろ！＞ 

＜半値八掛五割引 で取るって来るから お前らは 徹底的に原価を下げろ！＞ 

＜外注を絞り切れ 乾いた雑巾でも 雫一滴だ！＞  

 

ある時 ふたまわり近い先輩の外注社長 銀座で我接待の後 往来で憚らず完全土下座  

＜もうイジメないで下さいよ 頑張りますから！＞ 

でも資材部の 締め上げは ヤクザ仕事 

 ＜外注は ガンガン絞る 俺らが生きるには ・・・＞ 

 

そもそも製造業の原価計算ほど 単純なことはない。 
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売価は市場に依って決められる こちらが幾らで売りたいと言っても それはタワゴト。 

市場とは 入札も含め 安価なものほど 勝ちに近い。 

（時に安価だけでなく もちろん内容も勘案されるが ・・・ ）  

ゆえに 変動原価（部材費 直接人件費 etc）＋一般固定費＋αが 原価となり 売価と

の差が いわゆる モウケになる ・・・  

変動原価＋固定費（人件費など）＋モウケ を 勝手に先に計算して 売値を決めて  

これで買え という 電力などの 独占企業とは 根本的に異なる。  

インフラ会社は ほとんど独占に近いから この原価構造に 似たり依ったり ・・・ 

競争がある場合でも 相手は数社のみ ・・・ 互いの連携はガッチリ！？ 

 

一般企業でモウケを増やすには 売価低下に並行し 変動原価を低減するしか方策がない 

しかし工夫に工夫の減価設計でも限度あり 最後は部材調達先 外注さん 袋叩きで  

泣いてもらいましょう・・・が常道・・・自動車会社も 同じ構造 叩き上手が辣腕経営

者となる！ 

  

ゆえに 製造業は 原価低減に限度あるゆえ 永遠にモウケも少なく 待遇が悪いとい 

こと （もちろんジャンルに依って 多少の差はある・・・） 

民間製造会社で 世界シェア 80％なる会社もあるらしいが それは極めてマレという事。

ゆえに 世界１～２位以外の製品は退散しろ！ には 極めて明快な論理がある。 

 

公僕さん（今や死語）は 黙っていても税金という収入あり それを年度内に使い切って

しまう という論理が 明治以来本邦の王道 ゆえに ２～3 月期には 道路工事ほかで 

ジャンスカ 予算使い尽くして ハイそれまでよ！ ・・・ 次年度に廻すなんて考えは 

できないシステム・・・出費が少なけりゃ来年度予算は減額・・・ なんせ黙っていても 

降ってくる他人の金だし ・・・ 少なけりゃ 勝手に税金上げればいい！ 

 

民間会社でも 正体不明の組織体は いくらでもあって 金融業は なんか うさん臭

い！ シモジモには 皆目不明の利益構造～ 処遇も公にされない その昔 證券会社は 

オネエチャンでさえ ボーナスの札束は縦に立ったという噂あり けっして父ちゃんに言

うなと 会社から箝口令が出た というのもまんざら嘘でないらしい ・・・ 我が妹は

地方銀行勤務だったが 当時 金歯を社内歯医者で 無料治療だったと打ち明けた ・・・ 

今も あるのかしら？  

どこの巨大金融業も 巨大ビル ・・・ 数年前 保険料不払いで 大会社のエライさん 

雁首そろえて勢揃い 頭下げて陳謝 陳謝 ・・・ あれで すべてが解決したと 思い

まっか？ 保険会社の年収知らんでしょ？何か臭いと 思うのは 誰でも同じだと 思い

ますけど～ 

とにかく 技術屋は 何も知らないオボッチャン連合 

＜ただ ものづくりが 好きだから＞ ・・・ が決まり言葉 

文系連中の思うツボ ＜バカな奴らに やらせておけば ・・・＞と思ってるのでありま

す！ この話は とりあえず ここまで ・・・ ちょっと口が滑って ヤバイ！ 
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元に戻って 我らが本業 製造業のこと ～  

入社時 5 人がかりでやっていた 1 案件業務 いつの間にか 1 人で 10 案件／年にもなり 

すれば 仕事貫徹＆原価低減のために 徹底的に外注化 装置全体は全て箱・ブロック・

パネルに分け デカイ塊 専門各社に発注 中身詳細なんぞ知る必要も 知識もなく  

入出の定格性能決めるだけ 入荷したデカイブツを 接続し 電源入れ 映像・音声のベ

ースバンド 入力すればマイクロ波が出て完了 そして送受信装置対向させれば ハイ 

いっちょ あがり ・・・ でも これって 設計？ 商社じゃないの？ 

技術力低下＆堕落は 日々実感 かの入社時 VS苦悶で 奔走したのは 何だったのか？ 

 

いや 現在のあらゆる電気仕掛装置は システム LSI＆ソフトで出来て 回路図は 純白

箱がいくつも 並ぶのみ ・・・ 箱の四辺には 数 10 の接続 No が書いてあり 隣箱の

No と直線で結ばれている 誰が見ても 子供の箱いたずら書き・・・ LCR なんぞ皆無

であります！ 

 

その昔＜回路図を読む＞ なんて言葉があった！  

＜おめえは 図面さえ読めねえのか？各部の LCR の役割りも知らねえで 技術屋か！＞ 

 

放送局でも 現場のヴェテランは メーカーが修理に駆けつける前 自ら箱空けて 回路

図読み 部品いじくりまわし ＜もう修理終わったよ！＞ なんて得意だった！ 今や 

お客さんどころか メーカーも 現場で 修理なんぞまったく出来ない製品が多い。  

＜なんか この箱が 臭い？＞ ＜ この箱 全交換しろ！＞ ただそれだけ ・・！  

もう 人間を含めて 全交換時代なんです！！！ 

  《 ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず   よどみに浮かぶ  

うたかたは かつ消え かつ結びて 久しくとどまりたるためしなし 》 

 

90 年代から 仕事は すべて 金金金 ・・・ 採算合わねば ヤメロの大合唱 ・・・ 

＜集中 と 選択＞        ＜Scrap  &  Build＞  

流行語は合い言葉 顔合わせれば 仲間どおし＜俺らの 仕事 選択されるらしいぜ！＞ 

Scrap になった 本人が発する言葉だからなおさら滑稽 会社全体の業績も悪化の一途 

管理職は 毎年減給 なのに インフラ系 発注側は相変わらず 高給ウワサ  

 

《 カゴに乗る人 担ぐ人 そのまたワラジを 作る人 》  

・・・ と よく かあちゃんが言っていたなぁ ～ 

  

本邦では 永遠に       《 発注側はエラい人  作る人は奴隷 》 

ああ やっぱメーカーなんか 来るんじゃなかったぁ～！ 

でも もう ハタチには戻れぬ ・・・ それでも自社機種 精一杯の市場占有率で 

売り上げ 15 億は確保 ・・・ なのに 原価率が悪いと 横槍 

＜中国へ持っていけ  いや タイの方が原価は 安いぞ ・・・ ＞ 

＜バカ言うな 日本市場の大事なお客様に 海外生産品など出せるか  

障害時どうするんだ 放送インフラは 20 年も使うのだ・・・＞ 
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当時の上司に 後年 同窓懇親会で歓談した！  

＜昔 胃潰瘍にまでなって 仕事してましたけど あれって装置が うまくいかなかった 

から だけだったんですか？ 立会い検査の前は かならず徹夜してましたよねぇ～＞ 

＜そうだよ 心配は性能だけ・・・原価率なんて心配無用 とにかく いっぱい貰ってい

たんだ・・・だから 接待費なんぞ 屁みたいな もんだったんだ・・・ここだけの話

だけどさ！＞ 

 

ところが こちら 管理職になってから 勿論 性能が出ない辛さはあったけど 上司が 

口開けば 原価率下げろの捨てセリフは 拷問以外のなんでもなかった！ 

 

もう 疲れ切っていた どうでも良かった  

＜机ひっくり返して 退職するか ・・・ 定年には まだあるけれど  

会社の この先なんか 知ったことあるか！＞ 

 

毎日毎日 いつか来た道 暗黒電車 またまたムショ通勤 憂鬱な朝が つづいた！ 

 

いやぁ～ でも 天のお恵みって やっぱりあった！！！  

最初の 検討委員会が開始されたのは 90 年前後だったろうか ～ 

《 地上デジタル放送 検討開始だってさ・・・！》  

《 退散の言い訳になるぞぉ～ 》  

 

各種検討委員会は 2000 年頃まで 確か 10 年近く続いた・・・でも 委員会がどうであ

ろうと 現実は 少しも変化しなかった！ 

人無し 金無し もう出来っこない なんせ脳細胞欠落だかんね ・・・ でも 癪にさ

わるなぁ～  ＜最後のご奉仕 管理職だけで やれることだけは やるか・・・！＞ 

 

1998 年だったか・・・いつか来た道 再度 平身低頭社内営業・・・こっちの課長あっち

の部長あさっての事業部長に 懇願敬礼泣き泣き戦術 ・・・ やっと功を奏し ・・・ 

にわか精鋭部隊は その道のエキスパート  

我アナログ人間部隊長  ◎理論解析は先輩部長  ◎装置システム設計は後輩課長  

◎具体ハード設計も別の後輩課長 ・・・ 部下なし たった 4 人の 玉砕突撃隊が編成

された！ 

《 OFDM-IF 信号を そのまま周波数変換して送信する 究極のマイクロ波無線装置 》 

開発 《 位相雑音低減方式の特許発案 》 試作につづく 試作 ・・・  

 

メーカーコンテストでもあった 全国 10 ヶ所 地デジシステム実験開始 ・・・ 

なな なんと 大企業の下請けで 納入した 我らが試作機は 当時としては バツグン

性能・・・ 

＜どんなもんだい 文句あっか！ やる事やったぜ！＞  

それでも  
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＜ああ これで お仕舞いよぉ～＞  

 

地デジシステムは マイクロ装置だけでなし UHF 放送波中継装置（本邦名称サテライト

装置）も 2011 年 7 月 24 日に向けて 煎餅造るように大量生産設計せねばならない。い

や地デジだけでない 従来のラジオ関係装置 FM 用サテライト装置 中波送信機もあ

る・・・ 

もう完全お手上げ 将来ビジョン皆無 ハイそれまでよ・・・もう奥の手は 皆無だった！ 

 

全国数 100 ヶ所で稼動していた我が社機器 その保守は どおする お客さんには迷惑か

けられぬ ARIB 他 各種委員会にも出ていたけど 我 定年待ったなし！ 

《 地デジは 血デジ 》  

＜放送なんかと 心中はできねぇ～ほどほどで 逃亡しないと 命にかかわる～＞  

会社は その頃になって 他人ごとのように  

＜地デジで売り上げ 数倍上げろ！＞ 

＜今頃になって なにヌカス！ 人がいねえよ！＞ 

 

・・・ それでも我 生来真面目 毎日毎日深謀遠慮 ・・・ お膳ひっくりかえす夢も

見たけど それは簡単 昔オヤジが よくやってた ・・・ 今さらヤボ ・・・  

ああそうだ！ ＜腐っても鯛＞ 我が老舗会社には 先輩からエイエイと引き継いだ こ

の仕事・顧客がある これに飛びつくメーカーがきっとある ・・・ 思案に思案 毎晩

夢の中でも秘策を練っていた ・・・ 決まった！ あそこだ！ 都心にある 巨大本社

に 単身突入 ・・・ 

＜たのもうぉ ～ 実は・・・ダメなんです うち ダメなんです 

もう地デジなんか 出来ないんです！ 私と仕事を買ってくだいませ！＞ 

いや真剣勝負だった かのデカイビルの大会社が買ってくれるなんてあり得ない でも 

ダメ元 ・・・ 心底は 疑念懐疑に 放擲心境 ・・・ ところがところが世間は捨て

たもんじゃない   ＜地獄に仏＞ は 俺のためにあった ・・・ 

かの社 曰く 

       ＜前向きに 検討しましょう ・・・ ＞ 

まさに 《晴天の霹靂》・・・ むずかしい漢字ですなぁ～ 俺の発想は間違ってなかった・・・ 

すでに 53 歳 定年 3年前だった・・・ 

54 歳の 4 月 《 晴れて大企業へ天上がり 》 営業・サービスを含め 仲間 10 人以上  

天井人になれたのだった ・・・ 50 歳以上が 4 人もいる ロートル集団  

 

ゆえに先方への引き継ぎは 待ったなし しかし問題も山積！ かの ＜ OFDM 直接伝送

マイクロ波無線装置＞を含めて 一応老舗会社の持参メニューは多機種 ・・・ちょうど 

各社が 地デジトータルシステムを放送局に売り込む時期だった。 

かの大企業は自社で不足していた 機種・顧客を買収(M&A)で取り込む ことになって  

みごと ＜TOTAL SYSTEM＞ 完成！ 文句あっか！  

 

大展示会の謳い文句  文字通り 《 Total Solution 》！  



 11

なんでもかんでも やりまっせ！ KARAにも AKBにも劣らず可愛い説明嬢 声高く 連呼

連呼が会場を轟かせた！ もち ミニスカートで悩殺も！ ・・・ 数 10 年も通った  

ドブネズミのスーツ姿が タキシードにも見え 技術説明員としての幕張会場は 我がサ

ラリーマン生活最高の 晴れ舞台だった ・・・  

 

でも 2 年間は一瞬 56 歳は かの社でも定年だった。  引き継ぎは ほぼ完了！ 

あとは 優秀な かの社の 後輩陣が 頑張るのみ ・・・ 

 

もう関わりたくなかった もう外野見物だけ 

で充分だった。 

メーカーは コリゴリだった 無能力だし  

好きでもなかったし 

違った場所でも 余生はきっとある それが 

脳髄をよぎった。 

いや時に 母親が生死の境にいた こっちに 

も最後の奉仕が残っていた きっぱり退職決 

断 もちろん薄くなった後ろ髪でも 少しは 

引かれた 仲間を残すのだし ・・・ 

いや職のアテもなかった・・・でも俺は俺・     八ヶ岳（赤岳）頂上への 途中で 

・・3 ヶ月看病に専念した  国民健康保険にも入った。 ところが幸いにも 母は回復 

して しばらく命の危険は 無くなった・・ 

 

時おなじく 放送局の関連会社からお誘いがあった 即承諾してしまった！ 放送が嫌い

なのに 能力もないのに・・・メーカーではなく 工事会社だったからか？  

仕事再開すれば 気分はルンルン 30 代 40 代 駆け巡った懐かしい全国の山ん中 また

また調査・ハード発注・工事監督・・・ 風光明媚温泉三昧名物暴食吟醸堪能 ・・・ 

 放送はいいなぁ～ 人間って 実にゲンキン 欲望は限りなし！ 

 

でもでも またまた ・・・ 災難は忘れたころにやって来た ・・・ 

母は 90 歳で大往生 25 年間の介護生活も完了・・・なぜか涙も出なく 任務全うした気

分は清涼でさえあった・・・それから 3 ヶ月も過ぎない 9 月下旬 久しぶり八ヶ岳単独

登山（赤岳・2899m 他）もう 10 回近く 子供と仲間と ずいぶん行った・・・でも始めて

のルートに行きたかった・・・なぜか気が逸っていた・・・渓谷に迷い込んだのも分から

なかった ある瞬間 高さ約 5ｍ 頭から岩盤にまっ逆さま・・・額はパックリ 鮮血飛

散 同時に両手足完全麻痺 まったく動かず 即死せず意識はあったけど・・・＜お母ち

ゃんが まだ来ちゃダメ！＞ と 救ったんだよ と他人様は言ってくれた・・・ヘリコ

プターで吊られ 病院緊急搬送 当日頚椎切開手術 そして辛いリハビリ 約 3 ヶ月 滞

在した佐久総合病院は 故郷になった 千曲川源流が病室窓下にあった 河原に出て眼前

の浅間眺め ・・・ 手稲山と スペアナと 727 を 想いだしていた ・・・ 

 

我が事故のあと 3 年 かのマイクロ装置開発 にわか精鋭部隊の仲間 先輩 1 人 後輩 2

 



 12

人 なぜか次々と 他界してしまった・・・今 我ひとり残され 身体障害者三級でも  

神様は生かしてくれた ・・・ 

 

後輩たちが心配  昔世話になった協力会社の方々も心配  メイル交信は続いている  

＜もう完全にダメですよ！ 日本の電気製造業は ・・・ 韓国 中国 台湾 ほか  

価格でまったく勝てません  昨年も減給 ボーナスもありませんでした！＞ 

＜そう言うなよ ガンバレよ！＞  

64 歳オヤジの慰めは 虚しい ・・・ 敵前逃亡したのだし ・・・  

 

日々 リハビリのためプールに通っている。オバチャン陣は元気元気 総勢数 10 人が 

水中エアロで踊りまくってる あきらかに大先輩 70 歳位か でも バタフライやって

る！ スゴイ！前畑ガンバレのおばちゃんか いや 煙草屋のおばちゃんかも？あのトウ

チャンは 今どこで 何してるのか？ 元事業部長かも 友も去り 酒食らって 不貞寝

してるのか？   

 

ランチに 文化講座に コミュニティセンター同好会に 日中はどこもかしこも 女性陣

で溢れ返ってる。 社交ダンスも オバチャンどおし お手手つないで チイパッパ！・・・ 

子供預けた若奥さんもいる！ 時代は 完全に変った！  

・・・うちの母あちゃん 旅行どころか ランチなんかしたこと あっただろうか？？？ 

 

今 素浪人となり 自転車で世間見学をして周ると 知らなかった世界で充満してる・・・ 

こういう カノジョらのために 数 10 年間 夜を徹して働いてきたんだなぁ ～ とも

思った！ 

夜明け出勤 深夜帰宅の モグラ男達は 何も知らない ・・・  

10 時～16 時 どういう人種が どこで何をしているのか ・・・ を 

 

引退した男どもは プール片隅で ほんの数人 力なくパチャパチャ なんとなく音も淋

しい・・・みんな孤独 無口 あの人は 学者か 支店長か ・・・  

いや マイクロ やってた人かな・・・？  

これからまだ 次のお声 次のお座敷 待ってるんだろうか ・・・？  

 

こんどは 女性に生まれたい！ 

 

ああ 男は 哀しい！  

                                  （2011.7） 


