
アマチュア無線の夜は更けて 番外編 

～ラジオ小僧たちの夜 四方山話 

内田、藍原 

 

藍原）社友会ホームページの事務局の藍原です。 

内田さん、休憩をはさんでの計６回、アマチュア無線の楽しさを様々な角度からお話し

いただき、有難うございました。 

 

内田）こちらこそ、かなり専門的な話になってしまって、社友会の話題としてはどうかなと

も思ったのですが、インタビュー形式に乗せられてつい細かな話になってしまいました。 

 

藍原）社友会 HP は、会員の方々が様々な趣味のお話や興味ある話題を自由にご披露いただ

く場と考えていますので、大いに結構ですよ。私個人も子供のころから、電気細工を楽

しんだ「ラジオ小僧」の一人でして、大変興味深くインタビューさせていただきました。 

 

内田）そうでしたか、「ラジオ小僧」のお仲間ですね。 

私は子供時代を北海道の上砂川町で過ごしました。3 歳の頃、父親の金槌で畳に釘を並

べて打ち感心されたとか、工作の素養があったのかも知れません。6 歳の頃に貴重品の

乾電池を塩水で煮て復活を試みましたが、あえなく失敗！今考えると事故にならず冷や

汗ものです。小学理科のモーターやブザー実験は刺激的でしたね。その内ラジオものに

手を染め、小 6 の修学旅行にはゲルマニウム

ラジオを持ち込み、札幌近郊を走行中の列車

内で聞こえたとか騒いでいた記憶があります

（左車中写真、友人に聴取強要中）。少し凝

った電気細工を始めたのは中学のころで、父

親愛好の ST 管電蓄を改造して LP プレーヤ

ーを接続し、NFB をかけて音質を改善しては

悦に入っていました。 

藍原さんも子供のころからいろいろと制作してこられたんですか？ 

 

藍原）父親が電気製品などを自分で器用に修理していて、家にはハンダごてを始めとする 

電気細工の道具が一式そろっていました。初めてのハンダ付けはこちらもゲルマニウム

ラジオで、小学３年生のころ。その後真空管式のラジオを数タイプ作って、短波受信に

も挑戦しました。 

右の写真は、譲り受けたケースにミニチュア管で超再生を組みこんだものです。コイル

を取り換えることで受信周波数を切り替えることができ、3.5MHz や 7MHz の HAM の



交信を傍受して楽しんでいました。モールス

が流れたり CQ コールが流れたり、九州の田

舎で受信感度の低い機材ですから、かえって

混信に悩まされずにローカル局を聞いてい

ました。そうこうしている中で、自分の声を

電波に乗せたいと思い始めましてね。 

 

内田）おぉ、送信機の制作ですか。低周波増幅が中心の 3 級ラジオなどとは違って、高周波

発振は配線の取り回しなどにも気をつけないと、うまく動作しません。製作は簡単では

なかったでしょう。 

 

藍原）おっしゃる通りで、中学に入学するまでに７台送信機を試作して、ことごとく失敗し

ました。高周波発振まではうまくいっても、AM 変調がかからないなど、挫折の日々で

した。その頃、並行して５級スーパーを作っていて、この経験が高周波回路の知識を 

補強してくれましたね。で、中学になってやっと、自分の声が電波に乗った！ 

その後、トランジスタで小型の送信器を組んで、中学校の卒業パーティーのワイヤレス

マイクに使おうとしたり。プラスチックケースに入れたので、持ち方で発振周波数が 

動いてしまって、シールドを追加したり四苦八苦でした。結局不採用だったかな。 

 

内田）７台とは凄い！そうですよね、特定の目的にこだわるのはオタク族の習性ですが、 

私のこだわりは真空管でした。独身時代に集めた真空管は２００本くらい、残念ながら

関連部品・資料と共に引越しで散逸してしまいましたが、オレンジ色のヒーターや管壁

の青いグローには痺れます。 

中学の頃 TV が不調でブラウン管周りを弄っていたら数千ボルト

の高圧に感電して超シビレました。ヒーターと高圧 B 電源の 2 系

統が必要なのが真空管の面倒なところですが、それはそれ、特に

送信管の面構えは最高、なのでこだわりの延長線上に HAM があ

る訳です。藍原さんはその後どういう道を進まれましたか？ 

 

藍原）あの頃のラジオ小僧は、HAM に行くかオーディオに行くか、大きく２つの流れがあ

った様に思います。HAM はとても魅力的でした。しかし、中間周波を２段かませて 

27 なり 50 なりを狙おうとすれば、それなりの設備が必要になります。まして SSB と

もなれば、おいそれとは手が出ません。懐事情と高周波を扱う技術の壁から HAM をあ

きらめ、安くていい音を目指すオーディオ自作派にはしりました。オーディオ自作なら

ば、秋葉原でいろいろとジャンクを漁れば少ない予算でも必要な部品が手に入ります。 

スピーカーボックスを作ったり、いろいろとトライしました。 



 

内田）いい音なら、当時は JBL やら TANNOY やら海外のオーディオが、格の違いを見せ

つけていました。JBL とかの音は、技術力に裏打ちされた感性表現の究極かと．．． 

SPECはとびぬけているわけではないのだけれど、数字ではないですねぇ、昔のAcoustic 

Research なんか見た目もつくりも電気的能率もひどいものですが、当時の ROCK には

ドンピシャ！、札幌のロック喫茶（今ならカフェ？）で打ちのめされました。 

あら脱線失礼、それからずっと、オーディオ派ですか？ 

 

藍原）受験勉強での中断を経て大学入学後は、下宿でしたから大きな音は出せません。そ

れでも、12BH7A（電圧増幅管）をパラレルプッシュにして、それなりに音が出ること

で自己満足したり、ヘッドホンアンプを作ったりと、いろいろと遊んでいました。 

大学生後半にマイコンが世に出てきました。同期入社の K 針君もマイコンで遊んでい

た一人ですね。彼がマイコンに DA 変換をかませて、オシロスコープの画面にスヌーピ

ーを書いた写真を「銀塔」でみました。負けじと自前のマイコンに DA を組み込んで、

私もスヌーピーを表示させてました。One Board MyComputer をへて Personal 

Computer PC-8001 が\168,000 で販売されるに及んで、パソコンゲームが一気に隆

盛をみました。アーケードのインベーダーゲームもこの頃ですね。私もパソコンゲーム

をプログラムして雑誌に投稿したりしていました。デジタル信号処理を IC で組んで、 

会社の実験器具に組み込んだのも、この頃の話です。この時の上司は S 木さんで、実

験器具の手作りに理解がありました。今も岩国でバイクを乗り回し、何度目かの青春を

謳歌されているそうです。その後、更に上手の M 本君が配属されるに及んで、私の役

割は終わりました。 

 

内田）黎明期の PC、面白かったですね。小生は取引先の T 社から PASOPIA なる８bit 機

を斡旋してもらい、Basic や CP/M で遊んでいました。メディアがカセットから FD に

置き換わりつつあって技術の進歩をまさに実感していました。業務では「オフコン」の

システム構築をやっていましたが、COBOL より面白かったです。まあ当然か！  

 

藍原）PASOPIA ですか、マイナーですねぇ。IC カートリッジらしきものが使えたんじゃ

なかったっけ？ 東芝は MSX でも鳴かず飛ばず、Dynabook まで雌伏ん十年、よく耐

えた。 

 

内田）Dynabook は時代を先取りしましたね。 

ところで、当時部品の調達はどうしていましたか？新品を買い集めると結構高くついて、

下手をすると既製品を買ったほうが安いってなこともありましたよね。 

 



藍原）中学のころ家が東京に引っ越ししまして、中古やジャンクを求めて秋葉原通いが始ま

りました。上京後１年たっても、秋葉原のほかは中学校への道のりしか知らない偏った

中学生でしたね。米軍放出品があるという立川周辺は、うさん臭くて近寄りがたかった。 

 

内田）私は当時北海道でしたから、通信系部品の入手が困難でした。通販も今のように便利

じゃないですから、上京直後は憧れの秋葉原によく通いましたね。当時は無線のお店も

ジャンク屋さんも沢山あって、いつも終電間際で時間足らず、 

  いやこの話になると酒が足らず．．． 

 

藍原）今から半世紀以上も前の話ですよね。フィギアやメイドカフェ、AKB といった若者

オタク文化のメッカではなく、当時のアキバはジャンク天国でした。小さな商店が集ま

った横町のような場所がいくつかあって、駅のそばから順に「ラジオストア」「ラジオ

デパート」そして中央線ガード下に「ラジオガーデン」。駅からの距離に比例して、ジ

ャンク度が上がっていきます。もっぱら「ガーデン」の常連でした。音の出ないカセッ

トデッキを二束三文で買い込んで修理して使ったり、テープではなく鉄線に記録させる

古びた「ワィヤーコーダー」を買いたたいたり、いやぁ夢があふれていました。 

 

内田）私もラジオストアの２階によく出入りしまし

た。今でも、といってもコロナ前ですが、大学

生のころ愛用していたSONYのスカイセンサー

が BOX 内に正札付きで置かれていて、暫く眺

めていた記憶があります。まだ営業中なのか

な？奥にある電材店で同軸系部品類を購入して

いました。ほかにも秋月通商とか、レア物のパ

ーツを並べていてたいへんありがたい店々なん

ですが、三密の典型で行き辛くなりましたね。 

最近再び真空管を弄りたいなと思っています。省エネに逆らってしまいますが、昔憧れ

た送信管を自分の手で輝かせてみたい、ST 管でもセラミック管でもいいんですが、自分

の手で動作させることがとりあえずの目標です。昔の B 電源感電後遺症かも知れません

が、やっぱ手始めは 6360 の VHF リニアかなぁ…  

真空管の部品はレトロものばかりで入手が心配でしたが、ヤフオクやメルカリで結構 

出品されています。コロナ禍ではジャンク店通いも大変ですから助かります、ネット 

さまさま！ 

ところで藍原さんの最近の活動成果は如何ですか？ ウィスキー瓶を転がしながら瓶の

ケースをスピーカーに仕立てていると聞いていますが？ 

 



藍原）パソコンを作ったり壊したりという賽の河原みたいな楽しいお遊びと並行して、オー

ディオもいろいろと遊んでます。とにかくお金がないものだから、秋葉原で怪しげな 

スピーカーユニットを買い込んだり、無限大バッフルを試したり。 

木工細工がしにくい単身赴任のころに段ボールを使ってみたら、意外にいい音が出まし

て、振動を抑え込むだけがスピーカーボックスの役割ではないのでは、と。 

 

内田）ははぁ それで行き着いたのがウィスキーボトルのケースですか。 

 

藍原）パソコンで仕事をしているときの BGM は、小音量の柔らかな音が最適です。65mm

のフルレンジを両側に張り付けて、本体は LAPHROAIG、一昔前にエジンバラで買い 

込んだアイラのケースです。勿論、中身はとっくに蒸発してますが。 

65mm のスピーカーと組込みの 2w のデジ

タルアンプだから、腹に響き渡る低音も 

透き通った高音も望むべくもありません。

しかし、自宅で机に向かって原稿を書いた

り校正したりといった時、そっと流れる 

スローなジャズや気分を変えるバロックな

ど、今この原稿を書いている時も活躍して

います。 

 

内田）なるほど、作業の BGM 専用というわけですか。おや、写真を見るともう二回り小さ

いタイプもありますね。増殖した？ 

 

藍原）そう、自己増殖というか細胞分裂というか、、 

これは 50ml ミニボトルのケース。25mm のフルレンジと、秋月で買い込んだデジタル

アンプを組み込んで、ナレーション用に使っています。実はもう一台ありましてね、4cm

のフルレンジを日本酒「龍力」の箱に収めた中型機が、娘の住まいに奉公に出てます。 

 

内田）いやはや、ウィスキー3 兄弟ですね、なんともしつこい！  

この両サイドにスピーカーを配するタイプは、これで完結編ですね。 

 

藍原）そう、実は単身赴任の時代に 16cm のウーファーを取り付けた大型のタイプも試作

していたのですが、狭い我が家に戻ってくると、残念ながら粗大ごみでした。 

真空管アンプの最終作品は 2A3シングルのロフチンホワイト。これは２台作りまして、

一台はバックロードホーンのスピーカーセットと一緒に、友人の結婚祝いで奉公に 

出ました。片側 2.5w だけど、柔らか味と奥行きのあるいい音が出てました。部屋の明



かりを消して、女性ボーカルを聴きながら真空管のほのかな青白いグローに見入って

ましたね。会社の大先輩 N 良さんは 6080 のパラレルプッシュで OTL を組まれてま

したが、今も鳴り響いているのかな。 

ところで、内田さんの『アマチュア無線の夜は更けて ～完結編』に出ていた、HAM

のキャンパーのお話、これは楽しそうですね。キャンプとまでこらなくても、自家用車

にワンセット積み込んで、山の上から CQ すれば普段とは違った世界が広がりそう。 

 

内田）なにせボーイスカウトでしたから、キャンプは得意中の得意！でしたが中一で卒業

したため無線との関りは有りませんでした。それ以降はいつも飲み仲間と一緒の野営  

で、無線よりは焼肉！、やっぱり無線の出番は

有りませんでした。 でも一昨年再開後、出か

ける際には忘れずトランシーバを持参してい

ます。山の上は視界も電界も開けていいですよ。

左写真は鋸山と筑波山に上った際の記念 QSL

カードです。僅か 15cm のホイップアンテナで

関東一円と交信できました。 HAM と何とかは

高いところが大好きです。 

 

藍原）なるほど、がんばって高いアンテナを自宅の屋根に建てなくても、無線機自体が高い

場所にあるわけですから、最高の条件でしょうね。富士山頂から CQ している人もたく

さんいるんだろうな。 

一方、低いところではどんな無線遊びをしていますか？ 

 

内田）製作の環境とプロセスを夢想することは大好きですから、回路のシミュレーションや

評価・測定手段を手軽にゲット出来る現在は嬉しい時代ですね。です

から計画で満足してなかなか最終実機に結び付いていません(^^; 

太い銅パイプの接合や IC 配線ができるよう、半田鏝はそろいました

ので、先ずは真空管の入手から始めようと思います。その次はコンデ

ンサかなぁ、高耐圧のものは本当に入手困難です。時代は５V かせい

ぜい１２V 止まり、電源トランスはどうしよう、バリコンはジャンク

であるかしら、シャシーのソケット穴あけ加工は手持ちのパンチがつ

かえるか云々・・・ 

 



藍原）2A3 や 12AU7 くらいなら数本持ってるはずだ

けど、電波を飛ばす球じゃありませんね。どこに

しまい込んだかな。雲隠れしてるなぁ。ちょっと

失礼、、、 

あったあった！ 2A3 が数本に 801A、12BH7A

やら 12AU7 やら。 

内田さんご執心の 6E5 もありましたよ。 

 

この 6E5 の隣の 6R-E13 って球、ご存知ですか？これ

もマジックアイなんだけど、蛍光が縦に伸びたり縮んだ

りするタイプ。 

このうちの何本がちゃんと灯がともるものやら。久しぶ

りに真空管アンプ作ってみようかな。 

 

さて、夜も随分と更けてきて、やっと涼しい風が吹いてきました。話はつきませんが、

そろそろお開きとしましょうか。 

 

内田）そうですね、酒の空き瓶もだいぶ並んだことだし。 

いい球をたくさんお持ちだから、自作真空管アンプの製作話をお願いしますよ。 

H 田さんとか N 良さんとか K 針さんとか、話の輪を広げて、ラジオ談義したいですね。 

 

藍原）内田さんも、真空管式送信機とか太陽フレアによる遠距離通信とか、新たな展開を 

お聞かせください。今日は長時間にわたり多方面の話題をありがとうございました。 

 

内田）こちらこそ、レトロの頃からお付き合い下さいましてどうもありがとうございました。 

 

 


