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はじめに 

  

 この短編集は、昨今、「ケータイ」 軽く呼ばれるようになった携帯電話が

登場するシーンを集めたオムニバスの作品である。 既刊の拙著、「電卓

のあった風景」 と、「テープレコーダーのあった風景」 の続編、携帯電

話版、ということもできよう。 

 

 原則的に人物は登場せず、語り部は勝手に入れ替わるので、ストーリー

に重きを置いて読むと頭が混乱する。 写真に目が留まったら、そのペー

ジだけ拾い読みして貰えば良いので、筆者の思いはあくまでも、本来は小

道具でしかない携帯電話が使われた各々の時代背景にある。 

 

 写真の撮影にしても説明文にしても、設定は小説仕立てだが、時代考

証と技術的な説明には嘘が入り込まないよう配慮した。 

 

 ２００４年に脱稿した 「電話機デザインの系譜」 は、 終章の携帯電話

に関する記述が、その後のスマートフォンの急激な普及によって、改訂の

必要に迫られ、その前史に位置付けられる 「自動車電話」 や 「列車公

衆電話」 の章にまで深入りしてしまった為、当初予定した今年中の改訂

には目処が立っていない。 その合間に片手間で書いた、というのも正直

な内輪話、褒められた話ではなかろう。 

 

 言うなれば、技術史研究の傍、雑誌に連載のコラムを書くようなもの。 

資料整理や事実確認の手間という観点では、効率の良さがある反面、美

味しいエピソードを先に使ってしまう愚は、避けなくてはならぬ。 鰤大根

が如何に美味くても、刺身を作った残りのアラで作るのが本筋だからだ。 

  

 まぁ、言い訳はこの程度にしておく。 想定される読者は、いつものように

限られた数の常連さんになるだろうし、紙での出版は予定がなく、PDF で

のメール配布に留まることは明白なので、「電話機デザインの系譜」 の改

訂が終わった後、余力が残っていればそのときに考えれば良いだろう。 

 

 

      ２０２０年 ４月  西 志郎 
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「自動車電話」 （アナログ ２代目、TZ-８０２） 
 

    
 

 「南さん、お久し振りです。 マツダの 「サバンナ RX-７」 を買ったとお

聞きしたので、近くを通ったついで、見に来てしまいました。 やりましたね。 

浅田さんの 「ポルシェ」 に対抗した訳でもないんでしょ？ 

 

 そりゃ私だって欲しいけれど、一番安いバージョンが受注生産なのは、

売る気がない証拠、カタログ眺めるだけ。 オーディオなんかにお金かけ

なくても良いけど、エアコンなし、って訳にも行かないから、GT-R を選択

しますよね？ やや！ 助手席に転がしてあるのは、ひょっとして自動車

電話ですか？ やるなぁ …。 ま、クルマが ２５０万円なら、費用は目じ

ゃないですね、確かに …。 オレンジキャップのアンテナが実はカッコだ

け、って訳には行かないですもんね。 電話の置台、この ２シーターでは

確かに場所の確保に悩みますね。 助手席にポンと投げ出すなんて無造

作っぽいのが臭い、という人は、やっかみと思って聞き流しましょう。 

 

 お子さんが ３人ともお嬢さんなんで、カメラは未だしもオーディオとか、

家族の中で孤立無援を嘆いておられたのは良く覚えてます。 後にそ

れが爆発しちまった訳ですね。 うちは娘、息子の順なので、そこまでで

はないけれど、家内が運転しないから、２シータースポーツをセカンドカー

に、ってのは、夢のまた夢。 ハンドセットの置台を手作り、プレゼントした

ら、一度ドライブに連れてって貰えますか？」 

 
（初出 １９８８年 ９月） 
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「ショルダーフォン （MT-10）」 
 

 
  

 「これね、日本移動通信の 『ショルダーフォン』。 肩からベルトで釣下

げて運べるからそういう名前なんだけど、法律的には 『車外にも持ち出

せる自動車電話』 ということらしい。 実際、金属製の頑丈な箱で保護さ

れて、トランクルームに納まる仕掛け。 後部座席から手が届くところにハ

ンドセットだけ子機が増設してある。 取り外すことは余りないね。 

  

 だったら、『自動車電話』 で良かったんじゃないかって？ とんでもない。 

前の社長車、『デボネア』 のときは、それしかなかったから仕方ないんだ

けれど、車体の穴開け加工やら配線やら、手間が大変な挙げ句、跡が残

るクルマは下取りの際に足下を見られて散々だった。 総務課長が嘆いて

たよ。 『ショルダーフォン』 なら、工事という程のものではないし、その間

も、本体だけ後部座席に積み込めば切れ目無く使えるものね。 『プレジ

デント』 は、そこに学んだ、って訳さ。」 

 
（初出 １９８５年 ３月） 



 6 

「携帯電話 （二代目 TZ-８０３B）」 
 

 
 

 「我々、ツアー・コンダクターは、出歩くことが仕事なので、荷物の少ない

ことは絶対条件。 荷物が一つ増える 『ショルダーフォン』 と、普段遣い

のカバンに何とか納まるのでは大違い。 今日は、提携先の工場視察に

見えるアメリカからのお客様のアテンド。 入国審査とバゲージクレーム通

ったら、この番号に電話くれることになってます。 出口はここだけだし、公

衆電話を見つけても小銭の持合わせなんて普通ないし、本気で当てにし

てる訳ではないですよ。 格好付け、って言われたら、その通り。 月額基

本使用料 ２３，０００円、法人組織では決断できないでしょう。 日銭稼ぎ

の自由業、法人需要は実入りが良いから、これで信用度アップ、差別化で

きたら、という思いはあります。  

 

 見て下さい、商売道具のテープレコーダだって、弁当箱の大きさだった

のが、ここまで小さくなるのに １０年かかってません。 この携帯電話だっ

て、５年経ったら語り種になるでしょうよ。 あっ、あの方が Mr. Loewy。 

じゃ、失礼します。」 
 （初出  １９８９年 １１月） 
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香港の携帯電話 

 

 １９９１年春、研修の一環で香港に出張した。 未だ日本社勤務だった 

 ４年前に一度行っているから、市街地に接する啓徳空港への着陸進入

時、滑走路の直前でターンする際には高層ビルの洗濯物を翼端に引っ掛

けたのではないかと思う程のスリリングなコース取りにも驚きはなく、映画 

「慕情」 の舞台、英領租借地の面影は既にないことを承知済み。 

 

 九龍から香港島に行く用事があって、海底トンネルを抜ける地下鉄に乗

った際、車内で現地人から広東語で話しかけられた。 「自分はビジター

なので判らない。」 と英語で答え、それで用は済んだのだが、その話を

会社の香港オフィスで東京の私と同じ仕事をする同僚にしたら大喜び。 

オーストラリアでは、シンガポーリアンと間違われ、韓国では 「お前の顔

には親しみが持てない。」 と言われ、DNA は中国雲南省の辺りに繋がる

のだと確信する鹿児島県人としては、何も不愉快ではなかったが、日本人

みんながそうという訳ではないらしい。 それに勢い付いたのか、「真正ホ

ンコナーとしてお前に足りないのは携帯電話。 俺のを貸すから、表通り

で記念写真を撮ってやろう。」 という話になった。 確かに、半袖の Y シ

ャツに 「香港シャツ」 の名を付けたのは恐らく日本人だろうから、顔つき

と身なりだけで国籍を見分けるのは無理に違いない。 
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 香港の面積は、香港島と対岸の大陸側を併せて東京都の半分くらい。 

人口 ７００万人の半分が １割強の面積に集中するため、繁華街のある

九龍地区の人口密度は １平方キロ当たり ４万人を超える。 

 

 即ち、自動車電話が携帯電話へと小型化して行く段階で、限られた富

裕層を顧客とする時代は、地上側への設備投資が少なくてもサービスエリ

アがカバーできるという点では、東京以上に格好の場所だった。 

 

 自動車電話から始まった移動式の電話が、ボーダフォンの肩掛け式移

動電話にまで小型化したのが １９８５年、日本の 「ショルダーフォン」 も

同年の登場。 「携帯電話 （NTT が登録商標）」 は １９８９年に日本が

先行しているが、使った経験はなかった。 この時期の開発競争は世界同

時進行、アメリカではボーダフオンかマイクロタック、日本は NTT の陰で

メーカー名は出ないが、何れも香港を試験市場にするとは考え難い。 と

なると、BT （ブリティッシュ・テレコム） くらいしか候補は残らない。 

 

 
 

 帰路、空港の免税品店の隣の土産物屋にその携帯電話を発見、一瞬

で子供用のオモチャと気づいたが、記念に買って帰る。 日常的にメール

のやり取りがある香港の同僚にそれを伝えたら、「香港では、喫茶店で新

聞を広げ、『あぁ俺だ。 ◯◯社、１万株、成り行きで買いだ。』 というのが

定番の芝居、という話だった。 だが、私が金銭感覚に疎いことは部下に

知れ渡っていたので、誰も面白がってくれなかった。 

 
        （初出  ２０２０年 ４月） 
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「（初代） マイクロタック」 

  

  
 

 「東京でも 『マイクロタック』 が使えるようになった、と聞いたんで、そり

ゃ有難いと持って来たのに、電波繋がらないんだよ。 僕のは、ロス・アン

ゼルスの 『L.A. セルラー』。 空港の長期パーキングに停めっ放しのク

ルマに置いて来りゃ良かった、って程の重さではないけどさ。 

 

 これが君の？ 全く同じデザインだね。 IDO って何？ あ、NTT の対

抗馬の新会社ね、日本移動通信が会社名、『トーキョーフォン』 はサービ

スの名称 …、判り難いな。 東京も東京、多摩川越えたら川崎でも駄目

なくらいサービスエリアが狭いんじゃないのか？ 始まったばかりでは仕方

ないんだろうけど、それじゃ、同じモトローラの電話機なんだから繋いでく

れ、ってのは無理な訳だ。 

 

 アメリカも通話料は高い。 世間じゃ大きさばかり囃すけれど、実に良い

デザインだよね。 実用性よりもファッション。 決まってるさ、君だってそう

なんだろ？ エッ？ 通話口のフラップは格好だけ？ 知らなかったよ。 

ともあれ、いずれはニューヨークの MoMA （近代美術博物館） 永久所蔵

品入りは間違いないから、お互い大切にしないといけないね。」 

 
          （初出 １９９２年 １月） 
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「ポケットベル ＋ デジタル・ムーバ P」 
 

 
  

 「情報システム部の通信担当という仕事柄、ポケットベルを枕元に置いて

寝るような生活。 稀にしか鳴らないけれど、通勤途上で鳴ることもあるか

ら、環八沿いの公衆電話は頭に入れていたのに、第三京浜の高速上で

呼ばれたのには参った。 今までレンタルしかなかったのが、業界カルテ

ルの １１９，０００円で買取り制度が始まり、基本料金も少し下がったのを

機に買いました。 自動車電話を映画で知ったのは中学生の頃。 実物

はニューヨークで活躍する日本人写真家のジャグァに乗せて貰ったときが

初めてで、確か １９８４年。 深層心理にはその憧れがあるんだろうね。 

今更、自動車電話でもなかろうから、電源とアンテナ外付けの車載携帯に

したら、初期費用が ２０万円出てしまった。 ポケベルと違って費用会社

持ちではないけれど、稼ぎはまぁ良かったので …。 

 

 電話は鳴らないのが良い便り。 番号を知っているのは、システム部の

関係者、秘書、家族だけなのに、 近自宅の電話帳を見たら、何と自動

車電話が並んで掲載されているんだ。 非公開の申し込みをしなければ、

自動的に載せる決まり、なんだってさ。 カバレージ、ダントツのポケベル

が手放せないのも過渡期なのかな。」 
   （初出  １９９４年 １０月） 



 11 

「デジタル・ムーバ P」 
 

 
 

 「週末は天城に行っとったんや。 ゴルフやない、IBM の研修センター。 

山の中、携帯の電波は届かんね。 ピンポイントでアンテナ建てたら需要

あるやろうけど、外資の横車には NTT は意地でも動かへんやろな。 

 

 帰り、伊東線の電車ではアンテナ ３本。 グリーンに乗ったら、接待ゴ

ルフの帰りらしいのが席をボックスにして缶ビール呑んどったんで、離れて

座ったのに、うるそうて敵わん。 携帯電話で、『今、電車の中なんだけど、

何かあったら電話くれる？ 番号は ０３０ の …。』 会話が筒抜けや。 

そんなアホに仕事の電話なんぞ、かかって来るかいな。 ところが、折り返

しの着信、喜んで出たら無音。 それが ３回続いたら、『おかしいなぁ、電

波が弱いのかなぁ。』 言いよって、白けとったよ。 

 

 確かに自動車電話の出力 ５W に比べたら １W しかあらへんけど、発

信はちゃんと繋がったんやから、関係ない。 イタズラ電話や。 言うた番

号にワンプッシュでリダイヤルできるさかい、俺の姿が見えとる他の乗客で

すら、気付いた様子はあらへんかった。 車内マナー維持のため、天誅で

懲らしめたった訳やな、俺が …。 ハハハ、失礼いたしましたぁ。」 

 
      （初出  １９９４年 １１月、出演 W 君） 
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 DDI の PHS （パーソナル・ハンディフォン） 
 

 
 

  （DDI ポケットの初代 PHS、日本ビクター、TN-PZ１） 

 

父： 「PHS の調子はどうかね？」 

娘： 「調子いいよ。 同級生で持ってるの私だけだから、皆、羨ましそう。」 

 

父： 「深夜何時でも自宅に電話されては堪らんから、トラフィックを切り離

すために買ってやったんだけど、毎月の支払いが私の口座から落ちる、と

いうのは、甘かったかも知れない。 電車の中だと通話が切れるかい？」 

娘： 「そう言われたけど、通話してて切れたことないです。」 

 

父： 「DDI が予防線張ったんだなぁ。 切るよりも電話代稼ぐ方が賢いさ。 

道理で月 １万円も行く訳だ。」 

娘： 「えっ？ そんなに払ってるの？」 

 

父： 「そうだよ。 小遣いを増やしてやるから自分で払え、という方が良い

かも知れないが、まぁお互い面倒だから、止めておこう。」 

娘： 「ありがとう。」 
（初出  １９９６年 １月）) 
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「データスコープ」 
 

  
 

（１９９７年、京セラ） 

 

 「携帯電話にしては画面が馬鹿でかいでしょ？ 押しボタンも多い。 こ

れ一台でメールができるんだけれど、それで驚くのは未だ早い。 

 

 下半分をカバーから抜くと、中身がパソコンのメモリーカードと同寸にな

っていて、スロットにピタリ収まる。 その状態で機能的には、ノート PC 

の ２４００bps モデムが携帯電話に繋がっているのと同じことになる。 ア

イデアは素晴らしいよね。 京セラみたいな新参者でないと考えつかない。 

無線形式は、３２Kbps の PHS そのまま。 

 

 キャラメル大の小箱は正にグリコのおまけ、分離式の着信通知バイブレ

ータ。 ポケットに入れておくんだけど、しょっちゅうどこかに置き忘れる。   

 

 実は泣き所があってね、バグだらけなの。 良くもこんな未完成なままで

出したもんだ。 まぁ、オモチャに飛びつくのは、マニアだけだから、クレー

ムをバグ潰しの糧にしてるんだろうなぁ。 

 

 出し抜かれた競合他社は青くなってると思うよ。 ２年で開発できるかな

ぁ …。 後から出すからにはより優れていなくては駄目だしね …。」 

 
（初出  １９９７年） 
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「デジタル・ムーバ N２０６S」 

 

 
 

 「会社をトラバーユしたら、またぞろ仕事用の携帯電話を持たされる羽目

になってしまってね。 幸い、総務の担当が、『機種に好みは？』 って聞

いてくれたんで、使い方を覚え直さなくて良いよう、私用のと型式を揃えて

貰ったんだ。 常に ２台持ち歩いているけど、着信音を変えてあるから不

便はないよ。 電池は相互に貸し借りできるし、充電器は社宅と会社の両

方に置いてある。 マニュアルも一冊あれば用が足りるしね。 

 

 私用のは、電波効率の高いハーフレート機が登場した後、いつまでも前

のフルレート機を使い続けるユーザーを新規格へ移行させるために NTT 

が無償で新型と替えてくれたもの。 斡旋に乗らなければ、買い取りの旧

機が手許に残った筈。 マニアックなコレクターは、馬鹿なことをした、って

言うけれど、電話のない単身赴任社宅で、電子メールが ９，６００bps で

ダイヤルアップできるんだから、そこが魅力だった訳。 旧番号のままだけ

ど、対費用効果で考えれば、止めちまうのが賢明でしょう。 そうしないの

は、会社を辞めたときの面倒を増やさないため。 危険発言かな？」 

 
（初出  ２０００年 １０月） 
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「デジタル・ムーバ （車載スピーカフォン）」 

 

 
 

 「今更、自動車電話でもないのは確か。 でも、携帯電話は運転中の通

話が禁止されました。 危ないから当然でしょう。 これは両手をハンドル

から離さず、外付けマイクロホンで声を拾い、相手の声はスピーカから聞こ

える大掛かりな仕掛けを搭載していますから、規制の対象外なんです。 

 

   
 

 クルマを買い替えたのは １０年振り。 その利便性を引き継ぐために、

電話設備一式は前のクルマから自分で移設したんですよ。 
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 携帯電話自体は前のまま。 もう一つ前のフルレート仕様のサポートを

打ち切りたい NTT が、外付けアンテナとかスピーカフォンとか、一切値

引きしない周辺装置も含めて、無償で新型に取り替えてくれたもの。 得

しましたね、って？ 冗談じゃありません、配線を表に出さない奇麗な搭載

にどれだけ手間がかかったか …。 

 

 本来は屋根のドリップ溝に取り付けるアンテナをワゴン特有のトランクカ

バーという見えるけれど雨には濡れない内側に設置するのや、マイクを運

転者の顔に近いサンバイザーにそれとなく取り付けるなどの思想は、前の

クルマと同じ。 肝心の電話の置き台は設置スペースの形状が全く違うの

で、新たに桜材から手作業で削り出した後、木目を生かしたニス塗り、な

んて面倒なこと、クルマ屋さんはやってくれませんよ。 

 

 車検に出すと、メカニックは喜ぶけれど、営業マンは大体が呆れてます

ね。 ボルボには無理だったけれど、ジャグワとかマセラティ辺りだったら、

やってくれたのかしらね？ 

 

 
 

 トランクカバーの下は、昔の車載兼用ショルダーフォン。 置いてあるだ

けのダミーですよ。 雰囲気は伝わるかな？ と思って …。」 

    
（初出  ２００３年 ５月） 

  （改訂  ２０２０年 １２月） 
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au KDDI 「インフォバー」 

 

 
 

父： 「卒論は通ったんだってね。 おめでとう。」 

娘： 「そりゃ、通らない、ってことはないよ。 先生も徹夜は知ってるし …。」 

 

父： 「おっ、携帯、替えたのか？ 深澤直人の錦鯉！」 

娘： 「お父さんがどうして深澤さんを知ってるの？」 

 

父： 「別に知ってはいないけれど、NTT ドコモを追いかける立場の KDDI とし  

    ては、単なるインフォバーの形だけでは勝てないから、大胆なデザインで 

    勝負する路線を選んだのは賢明だったと思うな。」 

 

娘： 「深澤さんは他にどんなプロダクトをデザインしたのか知ってる？」 

父： 「元々、テレビの一部品に過ぎない筈のブラウン管が、実は液晶テレビ、と

言う意表を突くもの。 どこの製品だったかなぁ …。」 

 

娘： 「ふ〜ん …。 お父さんと高校同級のデザイナーさんは何て名前？」 

父： 「菅泰孝って言うんだけど、表には 『GK デザイン』 の名前しか出ないね。 

   日本ではインハウスデザイナーの個人名は表には出ないから、深澤さんみ 

   たいな独立系は例外さ。 それで、知ってると言えば知ってる訳。」 

  
        （初出  ２００３年 ５月） 
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ウィルコム WS００７SH 
 

 
  

 「こいつのウリはね、お客先に行くとき、パソコン持って行かなくて済む、

ってことですよ。 見た目、普通のケータイですけど、シュパッと開くと下に

フルキーボードが隠れていて、丸っきり、パソコン。 OS がウィンドウズ・モ

バイルなので、メールは勿論、ワード、エクセル、パワポ、何でも使えちゃう、

という優れもの。 

 

 そりゃ、キーが小さいっすから、使い難いけど、それを言っちゃあおしめ

ぇっすよ、電車ん中で立ったまま使うんだから …。 電波は PHS なんで

速くはないけど、ネット検索はいくら使っても、月 ３，８００円。 ま、これや

んなきゃ、もう PHS は潰れてたですね。 ワンセグのテレビとか、GPS の

位置情報とか、細々外付けオプションが揃っているんで、面白れぇ、てん

で、皆買っちゃいました。  

 

 玩具？ フン！ キーボード畳んで、拗ねちゃお。 ゲームで遊ぼっかな。 

おっ、メール来たぁ。 仕事、仕事。」 

 
       （初出  ２００６年、出演、A 君） 
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「ツーカー S」 
  

 
 

     （写真奥、以前の 「安心だフォン」、手前、今度の「ツーカー S」） 

 

 「前の携帯電話は、折角用意してくれんさったが、よけぇ使わんかったね。 

押しボタンがこもぅて（細かくて）良う見えんし、年寄りは、電話がピッピッ鳴

った途端、『どうするんじゃったんかいのぅ』 と考え込んでしまうけぇ …。 

思い出した頃には、もう切れちょる。 

 

 これの宣伝は、新聞に大きく載っとった。 これだけボタンが大きかった

ら、見えんということはないな。 説明書がないいうなぁ、宣伝文句じゃろ。 

この紙が説明書？ ほれ見んさい、ないということはない。 ほいじゃが、

ほんまにこれだけか？ 

 

 あっ、ピロピロ鳴っとる …。 この光っとるボタンを押したらえぇんか？ 

『 … もしもし … あぁ、眞さんかいねぇ。 成る程、簡単じゃのう。』 

 

 しかし、なんぼかは毎月払うんじゃろ？ そこまで心配して貰うて、済ま

んと思うとります。 ま、できるだけ迷惑はかけんようにしますけぇ。」 

    
（初出  ２００４年、出演、W 君の父上） 



 20 

  IDO デジタルミニモ 「マイクロタック・エリート」 
 

 
 

父： 「パソコンと PHS の調子はどうかね？」 

息子： 「どっちも、まぁまぁ。」 

 

父： 「マイクロタックは、技術が進歩しても、デザインコンセプトとか電池の

互換性は保ってるところが偉いよね。 そのパソコンだって、中身よりも、世

界一の薄さが将来は語り草になる。 PHS の支払いは大丈夫なの？」 

息子： 「月に ５千円くらいかな。 大戸屋のバイトがあるから大丈夫。 

全ポジション担当して、揚げ場なんか一生分のフライを揚げたって感じ。」 

 

父： 「アルバイトは他も掛け持ちしてるんだって？」 

息子： 「シェーキーズね。 こないだ本部から視察に来た人に、『卒業後

は就職しないか？』 って誘われちゃったけど、外食産業としては、大戸屋

の方が、ビジネスの伸び代は大きそう。 サイゼリヤが更に上かな？」 

 

父： 「まぁ、滑り止めがないよりは良いけどね。 卒業単位の方は言わずも

がな、と理解しておくよ。」 

息子： 「大丈夫だってば …。」 
（初出  １９９９年） 
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早産の未熟児 「FOMA M１０００」 

 

 
 

 かつて、クライアントと担当セールスウーマンの関係にあった高嶋さんの

取材アポがコロナ騒ぎの外出自粛で流れてしまい、資料映像と電話取材

のテープ起こしで凌ぐ。 

 

クライアント N： 「お久しぶり。 元気にしてますか？」 

セールスウーマン T： 「大丈夫です。 相変わらずお元気そうですね。」  

 

N： 「早速の主題なんだけど、この FOMA M１０００、覚えてますよね？ 

２００５年頃だったかな？ あなたが使ってたのはこれだったでしょう？」  

T： 「そうです。 何でそんなことを覚えておられるんですか？」 

 

N： 「どうでも良いことだけ覚えてる、って面倒な性格だからさ。 これの意

義に気づいたのは随分後だけどね。 モトローラ社製、タッチスクリーン主

体、シンビアン OS、表裏両面カメラ搭載 … 携帯電話譲りのナビゲーシ

ョンキー以外、みんな後のスマホの原型になっている。 用途は完全に仕

事用だけど、あれは会社 （日本 IBM） の支給品だったの？」 

T： 「違います。 個人持ちです。」 
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N： 「新しい物好きだったんだね。 じゃぁ、仕事の役には大して立ってい

ない？」 

T： 「未だスマホで仕事する時代じゃなかったですから、狭い見方ではそ

うなりますけど、お客先では持っているだけで結構盛り上がりましたよ。」 

 

N： 「暇な話をするのは僕だけじゃなかった訳だ。 嶋崎さんも、長話に良

く付き合ったと思うよ。 世の中の風潮が追いついたら実用になった？」 

T： 「FOMA なのに、iMode に対応してなくて、通信料定額サービス対

象外、って言うのが痛かったですね。」 

 

N： 「iMode は確かにアメリカが刮目する程、時代を先取りしたのに、結

局、世界標準にはなり得ず、ガラケー（ガラパゴス携帯）呼ばわりされるよう

になってしまったのは惜しかったな。 ボーダフォン程度の業界参入は見

逃すけど、アメリカ政府の後ろ盾で攻め込んで来るであろうモトローラには、

官民一体となって意地悪をした、と解釈できないこともない。」 

T： 「…」 

 

N： 「そう言えば、iMode の創案者は技術には明るくない女性だったよね。 

今、何処で何してるんだろう？」   

T： 「松ナントカさん … 忘れました。 近は存じ上げません。」 

 

N： 「ボーダフォン、エリクソン、ノキア …。 みんな元は北欧の会社なん

でしょ？ 道理でデザインセンス抜群な訳だ。 エリクソンには元 NEC の

従兄弟が転職したよ。 メインフレーム主体の IBM も何か策を打っては

いるんだろうが …。」 

T： 「… あのぅ …、 ここだけの話に留めていただきたいんですけど、私、

多分その中の何処かにトラバーユすることになると思います。」 

 

N： 「… 何とまぁ！ この業界は狭いから、聞かなかったことにするよ。 

その心配はご無用。 私がここへ来る前に、IBM を面接で落とされたなん

て、知らないでしょ？ あなたの上司も口が堅かった訳さ。 ともかく、何処

へ行っても有能な人は活躍の場には事欠かないよ。 今度は電話でなく、

リアルでお会いしましょう。 では、お元気で。」 

 
       （２０２０年 ５月 １５日  仮出稿） 
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「イタリア、街歩き用携帯電話」 
 

 
 

 「晩年は近居していた家内の両親が１年違いで仲良く他界。 没後の雑

事と心の整理が峠を越してみれば、２０１４年のお正月は ２年続きの喪中。 

思い立って、娘夫婦の住むイタリアはトリノにやって来た。 結婚式以来な

ので、７年振り。 偶々、嫁ぎ先が賃貸に廻す予定で空いたままのアパー

トの隣室を提供されたため、旅先での自由度は十分に大きい。 

 

妻： 『何かメールが来た？』 

夫： 『街歩き用に会社の携帯電話を １台貸してくれたから、娘からは来

ないよ。 喪中とは知らない年賀メールが ２通ばかり iPad の方へ …。 

旅行を報せなかった親戚の叔母さんは、メールが何でイタリアまで飛ぶ

の？ って、不思議がっているけど、返事は今でなくて良いよね。』 

 

妻： 『じゃぁ、お天気が良いからサッサと出かけましょうよ。 何処にするか

決めたの？』 

夫： 『決めてないけど、ポルタヌオヴァ駅や王宮広場近辺は地図なしでも

歩けるから、僕は何処でも良いよ。 携帯電話さえ繋がれば、前回みたい

な行き違いはないだろう。』 

 
（初出  ２０１４年 １月） 
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富士通の 「らくらくスマホ」 

  

 
 

夫： 「らくらくスマホ、慣れたみたいだね。 近は迷惑メール来ない？」 

妻： 「着信拒否設定して貰えば、暫くは止むけれど …。」 

夫： 「悪戯する連中とのイタチごっこ、ってのも能がないと思うけれど、メ

ルアドを変えるのは 後の手段だからね。」 

妻： 「判りました。 ねぇ、娘のフェイスブック見る？」 

夫： 「ハハァ … ネタ切れになると、何を食べたかの報告になるって Y

さんが言ってたけど、本当にそうだね。」 

妻： 「大丈夫かしら、こんなに家の中を写しちゃって …。」 

 

妻： 「あなたもこれになさいよ。 歳を取ったら、もう覚えられないわよ。」 

夫： 「ウーン … iPad があるからねぇ。 携帯電話は外出時の電子迷子

札みたいなもので電話専用。 メールはパソコン、という昔からの癖が抜け

ないんだよ。 固定電話の番号とは情報公開レベルが違うけれど、スマホ

がないと、誰も相手にしてくれない社会の仕組みが見え始めた。 FOMA 

も ２０２６年で停波の予告が出たね。 予備電池も買ってあるから、それま

で付き合うかな。」 

 
（初出  ２０２０年 ２月） 
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古風なライティングデスクの電話 
  

 
 
 老前整理の一環に、無垢板造りのライティングデスクを買った。 

 

 大学に入って以来使い続けて来た現用のは合板が寿命なので、その置

き換えだが、幅 ６５cm に抑えたのは、高齢者向けの施設に入るとき、持

って行くことを前提にしたから。 限られた収納スペースには、厳選された

ものしか入らないから、製図板兼用だった現用の １０３cm 幅からの縮小

には、思い切った身辺整理が必要。 幸か不幸か、日限を切られてのこと

ではないので、目標設定は適切だった。 袖引き出しを脇に並べる妥協

策も捨ててはいないが、今はそれを考えるステージではない。 

 

 今、二人の叔母が有料老人ホームに暮らしている。 若い方の叔母は私

の ２０歳年上。 見舞いに行ったら、私の母が亡くなった齢を越えたことを

しきりに嘆くが、入居は自らの決断だったと言うから、そこはお手本にしな

くてはならぬ。 何か持病は抱えつつ、頭はシッカリしていて、個室に何冊

かの万葉集の本が置いてあったから、眼も耳も大丈夫な様子。 直通の電

話を備えているので、それ以来、時々ご機嫌うかがいの電話を入れている。 
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 家内の母が晩年を過ごした特養老人ホームでは、部屋に電話を入れて

いたのは １００室中、１室しかなかった。 我々はクルマで ３０分の距離

を毎週顔出し、親戚にダイヤルした携帯電話を手渡したり、ロビーの公衆

電話を使う練習をして貰ったり、或いはイタリアの孫娘とスカイプでテレビ

電話して貰ったりはしたけれど、使い勝手では自室の電話に勝るものはな

いだろう。 

 

 これだな …。 目標が定まれば、やることは早い。 

 

 冒頭の写真、日付は ２０３０年某月某日、ということにしておこう。 

 

 部屋の主は午睡中。 Mac のパソコンが古い OS のまま未だ動いてい

る。 右手奥の Foma 携帯電話は既に停波した筈だから、単なるオブジ

ェなのだろう。 電話機も、シンプルなデザインが、如何にも、という感じ。 

  

 
 
 ハンドセットを上げてビックリ。 アメリカの名機、「トリムライン」 ではない

か ！ 更に仰天したのは、ダイヤルトーンが生きていること！ 年寄りをか

らかうのもいい加減にして欲しい。 何処が、「要支援 ２」 なのだ？ 
 

 （初出  May 16, 2020） 
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あとがき 

 

 ２０２０年の正月から夏にかけて、世界中に影響を及ぼしたコロナウィル

ス騒ぎのことは誰の記憶にも今後長く留まることになるだろう。 

 

 年金生活の夫婦二人暮らし、個人的な影響は、音楽関連活動の自粛や

コンサートの中止、大阪で暮らす初孫の帰省が取り止めになったのは、世

間一般の範囲内だが、娘の嫁いだイタリアが日本に先行する形で辛い経

験をしたこと、オリンピックの延期で、その機会を捉えて一時帰国する積り

だった娘の目論見も全てが白紙となり、精神的にはかなり揺さぶられた。 

 

 そんな中、我が家では VHS テープが再生可能だったビデオデッキが

故障、修理不能で戻った為、ハードディスクに残る昔の映画を DVD に

落とすなどの整理に時間を費やしたことに加え、身辺整理の一環、未完

の書き物の完結に精を出した。 ゼロからの執筆だと大量には書けない一

方、締め切りに追われないと脱稿もしない。 そんな訳で、完結かどうかは

さておき、一度脱稿することにした。 元々、起承転結がある訳ではないか

ら、ウィルス騒ぎとは無関係に、その潮時ではあったのだろうと思う。 

 

 ５月の現時点では未だ収束を見通す所に来ていないが、１０年経ったら、

東日本大震災が引き起こした原発事故を上回ることはなかった、という結

末を祈りたい。 

 

 野暮かも知れないが、「古風なライティングデスクの電話」 について一

言追記。 右奥、二色の LED の光る小箱に注目。 これが Foma 携帯

電話との入出力を RJ-11 規格に変換するコンバータ。 Foma の停波は 

２０２６年に決まったが、Bluetooth 接続の機能も試験済みなので、２０３０

年の作動は嘘ではない。 固定電話ではないから、海外の骨董電話機接

続も、何ら法に触れない。 

 

 嘘か真か、著者にも判らないのは、その時点で私が叔母のように安泰な

老後を過ごせる施設に入居できているかどうか、ということ。  

 

 

２０２０年 ５月 １６日 （７２歳の誕生日）  西 志郎 
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