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☆☆ 連載短編実話 ☆☆ 

 
「棚からポケッタブルラジオ」 

 
    	 	 	 	 	西	志郎 

 
 

   ［ １０回連載、全 １２ページ  

終改定 ２０２１年 １０月 １０日 ］ 
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棚からポケッタブルラジオ （１） 
 

 ホームページ開設連絡の 大の収穫がこれ。 昔大学で 「科学技術の

歴史」 の講座を持たせて下さった W 先生のお褒めの言葉は無論嬉し

いが、勢いで何と旧蔵のコレクションをご下賜下さるという。 メール添付の

写真に驚いた。 SONY が未だ東通工だった時代の逸品ではないか。 
 

 
 

 ３つ示された中から、これだけ頂くというのは少し気後れしたが、「棚から

ぼた餅」 の僥倖を見逃す手はない。 せめて着払いの宅急便で、との申

し入れにも、大した出費ではないから仰り、数日後、宅急便が届く。 
 

 
 

 出て来たのは紛れもなく、ソニー TR-６３。 下は当時の雑誌宣伝広告

のコピー。 捨てないで取ってあると、仲間を呼び寄せるのだろうか？ 
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棚からポケッタブルラジオ （２） 
 

 TR-６３ のことはソニー関連の書籍で何度も読んで知ってはいたが、手

にするのは初めて。 「デカ！」 というのが第一印象だった。 この大きさ

では確かに標準サイズのワイシャツの胸ポケットには入らない。 
 

 
 

 右端が、件の １９５７年製 TR-６３。 真ん中がその後を追ったアイワの 

AR-６６５。 大きさの違いだけでなく、チューナーの横行ダイヤル化でも

一矢報いる。 手前にメーカー出荷時のロゴ付きオリジナル電池が残るの

は、Made in Japan のお土産として、イタリアに渡った為。 現地では替え

の電池は入手不能、それ故、電池も捨てられずに残り、今も入手可能な

電池を入れると、ちゃんと鳴る。 その ００６P 積層電池こそ、TR-６３ 開

発時にソニーが初めて電池メーカーに作らせた規格である。 そして左端、

私が １９８０年台前半に通勤ラジオとして使った、FM/AM ２バンド、ナシ

ョナル 「ペッパー」 の ２代目、究極のカードサイズにまで小型化した 

RF-H５０。 厚さ ７.５ミリに収めるために充電式 Ni-Cd ボタン電池の採

用は止むを得なかったとはいえ、充電中は使えないため、５００回充電し

たら使い捨て。 今は既に静態保存の扱いだ。 

 

 時代が違うものを同じ評価尺度で比べることにさしたる意味はないが、さ

ればこそ、「ポケッタブル」 の新語を創出したソニーの先見の明が光る。 
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棚からポケッタブルラジオ （３） 
 

 やや特殊な ００６P も買い置きがあったので着荷当日からテスト。 はや

る心を抑えながら電池を繋ぐと微かに鳴る気配。 そうか、生きていたか。 

 

 ラジオに限らないが、電気製品の不調の大半はどこかの接触不良。 そ

こを見つけ出して接点を磨くと小手先細工で治ることが多い。 ボリウムを

絞り切ると電源スイッチが切れる、という設計思想は人間工学的ではある

が、こんなに狭いところに組み込むと、信頼性が怪しくなる。 電池のコネ

クターに後付けで半田付けされているリード線を先ずは撤去。 元の場所

に収めようとすると、なんとなく部品同士が場所を取り合って、ずれないと

収まらない。 限界設計の極み、触っているうちに何かが影響する可能性

は常にある。 大きな状況変化はないまま、何度か試すうちに、ヘソを曲

げたのか、ウンともスンとも鳴らなくなってしまった。 要は限界で動いてい

るのだから、何が要因でも動かなくなればそれまで。 この程度で死体検

案書は書きたくない。 壊したのではないことには自信があるが、ラジオの

部品で一番先に寿命が来るのがボリウム。 使わないまま放置すると、可

変抵抗 （バリアブル・Ω、バリオーム） が、ガリガリ音からもじったガリオ

ームになってしまう。 

 

 
 

 電池室の底の紙をそっと開くと、案の定、頼りなさそうな極小接点のスイ

ッチが下に隠れている。 心臓弁膜みたいに微妙なところはあまり触りたく

ないし、触って壊すよりは、静態保存で我慢すべき。 もし、手を付ける場

合は心してやるべし。 今日は日柄が悪かったのかも知れぬ。 即ち、本

日の作業はこれにて終了。 
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棚からポケッタブルラジオ （４） 
 

 いつ頃からそういう奇妙な頭の使い方になったのか、少なくとも意識して

やっているのではないが、通暁 ４時、前の日の課題が、コンピュータのバ

ッチジョブよろしく、勝手に走ってしまう。 I/O が全て切り離されているの

で結構速い。 意識して出来るのなら一種の天才だろうが、夢を見るのと

同じ、ノンレム睡眠とかの医学用語で説明がつくのだろうと思う。 結末を

起きたときに思い出すことができるのが一種の特技なのかも知れない。 

 

 今朝の命題は、当然のようにポケッタブルラジオ修繕の手順。 接触不

良の起きそうな場所を一つずつ挙げて行く。 電池コネクター、元スイッチ 

… そうか、イヤホンジャックにはスピーカー出力カットの接点がある筈。 

別の角度からの命題。 「電気部品の臓物はどのように外箱に固定されて

いるのかを考えよ。」 何でそういう命題の時だけ頭が冴えるのだ？ 朝起

きたら、早速昨日の続きに着手。  

 

   
 

 同調ダイヤルは化粧ネジを指の腹で回すだけで簡単に外れた。 右は

その裏側の拡大。 イヤホンジャックは普通のドライバーは合わないが、カ

メラの蟹目状金具でケースから解放。 基盤が浮いた。 そうか、スピーカ

ーは外箱の裏側固定か。 そこまで解ったら、今日の進捗は十分。 続き

はまた明日。 
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棚からポケッタブルラジオ （５） 
 

 
 

 今日はインターンを集めてやるような手術の山場。 大学病院と違うのは、

助手がいないこと。 「メス」 の一言でサッとそれが出て来る訳ではないの

で、全ての道具を手の届く所に準備して着手。 配線を切らずに、（即ち、

神経系統を生かしたまま） の開腹手術が始まる。 ボリウムノブの側を回

転中心にして回さないと抜けないのは、ソニーのテレコで学習済み。 
 

 
 

 後の時代の製品のようにプラスチックの弾性に頼ってスプリングの代用

にするケチな造りに泣かされることもなく、無事に表裏の外箱と臓物一式

が綺麗に分離された。 魚で言えば活け造りの状態で作業一旦中断。  

昼ご飯の後の午睡で人間様の方が電圧低下。 組み上げてから寝ないと、

夢を見てしまいそう。 終出荷検査は明日に持ち越すことにする。 



 7 

棚からポケッタブルラジオ （６） 

 

 幸か不幸か、夢は見なかった。  

 

 電池を収め、徐にテスト。 残念ながら大した改善の効果は見られない。 

ガリオームを回し、雑音の出るポイント近辺で同調ダイヤルを回すと正に

蚊の鳴くような音量で、NHK の第一と第二、FEN と民放 ２局が受かる。 

イヤホンジャックでも概ね同じ。 これで鳴っていると言えるのか？  

 

 無音ではないので、マグネチック以前のクリスタルイヤホンを試す意義が

あるかも知れず、死亡宣告はしないでおく。 後は電子部品全般の経年

劣化の積み重ね。 即ち、人間様の加齢老化現象と同じことだ。 

 

 それが主目的ではなかったけれど、全部分解したお陰、アルミヘアライ

ンのスピーカーグリルのパンチングメタル裏側まで一通り綺麗にしたので、

見てくれは、工場出荷時点の姿に戻った。 

 

 自分の収穫は何だったろう？ 日本がアメリカ市場向けに成功を収めた 

Made in Japan の嚆矢、後に高度経済成長時代と呼ばれるようになる前

の時代の生産技術の再確認。 本で読むのと、手先からの感触に大きな

違いを感じるのは自己満足と言われたらその通り。 
 

   
 

 令和の大修理、後年誰かが開けた時に恥ずかしくない状態に戻して私

の点検は終了。 いつの日か、実演の機会があるかも知れない。 その時

までは、元気にしているのだぞ。 お互いに？ そうだな …。  
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棚からポケッタブルラジオ （７） 

 

 今日は秋のお彼岸、目が覚めてからお天気次第で墓参りに行くかどうか

決める積もりでいた。 家内曰く、昨日の健康診断で指摘された懸案事項

は、神頼みというのも一つの行き方だと言う。 そうするか …。 道路は混

むかも知れないから、電車で行くことにして、馴染みの花屋で供花を求め

て出かける。 座れた湘南電車の中で一昨日の分解作業を反芻する。 

 

 製品のコストを構成する因子は、部品材料費、生産ラインへの投資、組

立て人件費、修理に備える部分に大別される。 プラスチック利用では、

アメリカに大差をつけられてのスタート、ベルトコンベアは導入したばかり、

その両側の中卒女子社員が組み立ての大半を担ったのだろう。 プリント

基板には、６石の自社製トランジスタ、ミツミのポリバリコン、フェライトバー

アンテナがぎっしり、正に立錐の余地もない。 工程短縮の為の専用工具

は準備しただろうが、スピーカーがワッシャーを噛ませたナット止めという

のは設計が未熟、そこは改善点。 ２本しかない ３ミリのネジはすでにタッ

ピングビスになっている一方、意匠の為のコストはケチしていないのが偉

い。 壊さずに分解できたのは、未だ修理のことも考えた時代だったから。 

その後、程なくして、壊れたら即捨てる時代になってしまった。 

 

 ここで内なる声の問いかけ。 「組み上げると鳴らなくなることの原因はも

う追求しないのか？」 「まさか、電池のサイズが過大なのでは？」 

 

 墓参りは ２月の納骨以来だが、今だにその実感がない。 雪のない富

士山が久々に良く見えた。 藤沢の馴染みの寿司屋で横浜ではあり得な

い値段のランチ握りを食べ、横浜駅からタクシーで帰宅すると未だ １２時

半。 シャワーを浴びて、課題の続きに着手。 

 

 オリジナルのアイワの電池をノギスで測定すると、横幅 ２５.４ミリ、（ピタリ 

１インチ）、端子を除いた長さ ４５.５ミリ、厚さ １６.７ミリ。 十年程前にイタ

リアで求めた同等品ほぼ同寸なのに対し、見た目同じのヨドバシ製 ９V 

アルカリ電池は、厚さが １７.２ミリもある。 僅か ０.５ミリの差でも触れば

他に邪魔をするのが明らか。 電池がボリウムノブを押しているのだ。 ケ

ース側面の操作窓と競合する元凶はそこだったか …。 

 

 墓参りの霊験は新たか。 弟に感謝して、本稿を閉じるとしよう。 



 9 

棚からポケッタブルラジオ （８） 

 

 ホームページの開設を喜んで下さる H さんには TR-６３ 発掘の速報

は未だ伝えていない。 それなのに何故、今日メールが来るのか？ 今月

末でクローズの銀座のソニーパークで、ソニー黎明期の製品を並べた一

種の企画展示を開催中で、父上デザインのトランジスタラジオ黎明期の幻

の国連ビル、TR-６１０、マイクロテレビ ５-３０３ などが展示されている由。 

期間は今月末 ３０日限り。 品川御殿山の歴史資料館閉館直前の訪問

も彼女の喪中欠礼ハガキがキッカケ。 前以て知ったからには万難を排し

て行かねばならぬ。 今日 ２７日は １９９９年に他界した父の命日なのだ。 

 

  
 

  
 

 展示自体に今更の発見はないし、アイボが欠かせない若者向けの展示

を嘆くのもお門違いだが、少なくとも TR-６３ の位置付けは正しかった。 

（左の写真、左列上から ３番目、右は 前列）。 歴史資料館の閉鎖で、

資料全てを廃棄した訳ではないらしい。 

 
（追記  Sept. ２８, ２０２１） 
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棚からポケッタブルラジオ （９） 

 

 下に示したのは、産経新聞の回顧録的連載記事、「話の肖像画」。 筆

者が、元ソニー社長の出井さん、というだけならここに引用しないまま終わ

るという選択肢もあったが、挿入写真が何と TR-６３。 ２０２１年 １０月 ５

日の号とあっては、工房 Nishi には前以て知る術がなかった。 
 

 
 

 出井さんのソニーに於ける業績は不勉強で知らないが、初めて認識した

彼の年齢が私より １０歳上。 今回の記事の内容は大学を出た後、ソニ

ーに入社する経緯と会社選びへの父親の影響力。 親への反発とか、強

い独立心など、実に私に似ている。 （今頃、認めているが …。） 引用さ

れた写真は TR-６３ ではあるけれど、それは若い編集者が彼の業績で

はないものを安易に引用しているに過ぎない。 それを非難するなら全編

を読む必要があるが、拙宅の購読紙ではないので、それなりの努力を必

要とする。 

 

 ともあれ、ホームページ開設の影の立役者、A 君が出井さんを嫌う理由

は良く理解できた。 たった １０歳でどうしてここまで違うのか？ それは、

無辜の子供心にひもじさで刷り込まれた敗戦への悔しさ。 それをエネル

ギー源とする無条件の米英への反発力。 我々、戦後世代が、どれだけ

親から戦争体験を聞かされようが、「芋はもう一生分食った！」 という彼ら

の決め台詞には勝てないのだ。 
（追記初出  Oct. ９, ２０２１） 
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棚からポケッタブルラジオ （１０） 

 

 予定外の連載延長、「何時もやってる閉店セール」 ではないので、惜し

まれる内の終了が華。 フィナーレのカーテンコール。 
 

 
  

 中央がソニー TR-６３。 背景は 「アサヒグラフ」 １９５７年 ５月 ２７日

発行の南極探検臨時増刊号裏表紙の広告。 両側は共に動態がお手本

の豪華脇役陣。 右、家庭向けハーフサイズカメラの市場を創造したオリ

ンパスペン （１９５９年）。 左、テレビで世界 小記録を打ち立てた、ソニ

ーマイクロテレビ ５-３０３型 （１９６２年）。 

  （１０回の連載・了） 

 
（初出  Sept. ２４, ２０２１） 

（改訂  Oct. １０, ２０２１） 
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棚からポケッタブルラジオ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ２０２１年  ９月 ２５日 連載 （１）〜（７） 脱稿 

  ２０２１年  ９月 ２８日 連載 （８） 追記 

  ２０２１年 １０月  ９日 連載 （９） 追記 

  ２０２１年 １０月 １０日 連載 （１０） 追記脱稿 

   

   

―――――――――――――――――――――――――――――― 
      Copyright © 2021 by S. Nishi  Printed in Japan 

 

 
 

 


