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「電卓のあった風景」 

 
    	 	 	 	 西 志郎 
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カシオ √１２１−A 
 

 
 

 「これこれ、ニキシー表示管ですよ。 良く見ると、数字に拠って見える奥

行きが異なるでしょう？ 

 

 私が 初に使ったのは、同じカシオの １０１ という型番だったかな？ 

√はなかったけれど、Σ（シグマ）、この 「T」 の青いボタンはトータルの

意味で、統計数学の分野では本当に重宝しました。 試験の採点の後、

平均点くらいは簡単に出るけれど、標準偏差を出すのは結構大変でして、

ましてや ２科目の間の相関係数となったら、対数表、算盤、総動員の力

仕事だったですからね。 大学の研究室予算で手が届いたこの電卓のお

蔭で、少しは楽になりました。 

 

 米国、イリノイ大学に留学していた頃のプログラミング手法が役に立つの

はもう少し後、パソコンというものが世に現れた後の話ですけれど …。」 
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ソニー SOBAX ICC-５００ 
 

 
 

  「日本アイ・ビー・エム５０年史」 １９８８年 日本アイ・ビー・エ

  ム（株） より写真転載。 

 

 「ウ〜ン …、何で計算が合わないんだろ？」 営業マンは今夜も資料の

数字と格闘中。 １９６８年、日本 IBM 営業管理部の社内実写。 同社の

カルチャーは、外資系でありつつ、規律の厳しさは日本社以上、という独

特のもの。 ネクタイ必須のホンコンシャツ、長髪禁止、業界お定まりの深

夜残業などなど、この １枚には時代が凝縮されている。 

 

 画面左の電卓が、１９６７年ソニー製の 「SOBAX ICC-５００」。 脇役の

筈の電卓も、存在感の風格は負けていない。 「電卓でやった方が早い、

なんて、メインフレームメーカの沽券にかけても言えないしなぁ ・・・。 や

れやれ、今日もまた終電か ・・・。」 
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オムロン 「アンサー １２１０」 
 

   
 

    １９６９年当時世界 小、立石電機（株）、１６５，０００円 

 

 「これでっしゃろ？ あんたはんが探してはった 『アンサー １２１０』 い

う電卓は ・・・。 作ってたんは確かに立石電機、今のオムロンですわ。 

由来はよう知りまへんねん。 学校出て会社に入ったんが昭和 ４６年、そ

のちょっと後やと思いますけど、会社の大掃除で、もういらん、と言う課の

中古をもろたんですわ。 新商品の看板が ３ヶ月とは持たへん時代とは

言え、動いとるもんをほかしたらアカンやないか、そう思うてね。 

 

 『カルキュレット １２００』 言うのは見たことおまへんなぁ。 この写真でっ

か？ おんなしに見えまっせ。 そやけど、メモリー付いて １２００ の型番

は確かに奇怪。 頭の １２ は １２桁、後の １ はメモリー付きというキマ

リ、よう調べてはりますなぁ。 値段はそっちで付けて下さい。 言うたように

元値は只なんやから ・・・。 大事にしてくれはるんやったら、それで宜し

おまっ。」 
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「HP （ヒューレット・パッカード） ３５」 

 

 
 

   １９７２年、（横河）ヒューレット・パッカード、９９，５００円 

 

 「１９７２年 １１月 ２４日（金） ニューヨーク出張の帰路、JAL 機上。 

 

 IATA の会議は、苦手な英語の継続努力以外は、成功だった。 席上、

計算尺で気温の単位換算をしているのをめざとく見つけたハザリントン氏

が 「中々の優れものだぜ。」 と、出たばかりの HP-35 を自慢する。 そ

りゃ良いだろうさ。 待てよ、日本で入荷待ちするよりは、買って帰る方が

早いか。 ホテルの支払いを済ませ、研究室の仲間に土産を買ったら、外

貨割当の T/C が残った。 ３９８＄、清水の舞台から飛び降りてしまえ。 

 

 フフフ ・・・、そりゃ良いとも。 機内で早速、逆ポーランド入力のマニュ

アルを読んでいる。 出張費の精算？ 下らぬ計算をさせるでない。 お

っと、機内販売が始まる様子。 餞別に貰った円貨で家内への土産を買

わなくてはならぬ。」 
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「オムロン ８００」 

 

 
 

              
 

    立石電機（株） 会社案内 （１９７１年版） より写真転載  

 

 「この ２枚を同じパンフレットに載せるの？ 苦しいなぁ。 話題のオムロ

ン ８００ が、いきなりホームユース？ 電卓を玩具にするという状況設定

は説得性に欠けるし、中流家庭の演出が臭いなぁ。 オフィス風景の方は 

１２１１ だね？ スナップは自然だけど、主題が電卓ではない。 要するに

制御部品メーカーが家電品を目指す前に、事務機の壁があると思うんだ。 

心意気は良いとして、その飛躍を絵的にどう表現するか、だな。」 
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「オムロン ８００K」 

 

 
 

       １９７２年、立石電機（株）、２９，８００円 

  

 「電卓、良く使ってますよ。 いえ、家計簿じゃなくて、主人の方。 昨夜

もピアノの前で、何だか一生懸命やってました。  

 

 あの人、昔から道具に凝るところがあってね ・・・、ステレオとか、カメラと

か ・・・。 作曲家の道に進まなかったらご主人みたいなエンジニヤになり

たかったみたい。 電卓は欲しかったようだけど、まだちょっと高いしね。 

仲人のお礼に、って下さるとは思ってなかったから、喜んでましたよ。  

 

 何を計算してんだか、判んないの。 税金じゃないわよ。 音楽心理学の

教科書が拡げっぱなし。 現代音楽の近藤さんだったら、作曲だって電卓

でやりかねないけどね。 何しろ、楽譜が五線譜じゃないんだから。」 
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「カシオ １２１−E」 

 

 
 

     １９７３年、カシオ計算機（株）、３９，５００円 

 

 「ハッセルブラッドは新型が益々の評判ですね。 シュリロ貿易さんの独

占代理店契約は承知していますが、うち辺りも商売させて貰う余地はない

ですかね。 ゼンザブロニカは嫌がるでしょうが、実際のところ棲み分けで

きているのだから ・・・。 カメラ以外の品も勿論扱っておりますよ。 

 

 その電卓は、貿易部が 『もうタイガー計算機の時代でもないでしょう。』 

と言うので、試しに購入したんです。 速度は比べ物にならないし、足し算

引き算もできるから、会社で使う分には十分お安いんじゃないですか？ 

  

 西欧では算盤を使いませんから、電卓の潜在需要はそちらが上でしょう。 

コマーシャル方式の引き算も加算器に馴染んだ人には却って違和感がな

いし、今後は舶来品の輸入商売より電卓の輸出の方が有望かも知れませ

ん。 国内メーカーは自力での輸出には手が廻らない様子ですしね。」 
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「オムロン ６０」 
   

 
           

      １９７３年、立石電機（株）、１２，８００円 

 

 「たったの ２〜３年で、随分安くなったわね。 試験の後、クラス毎の平

均点を計算するときは、職員室でも引っ張りだこ。 私は家でも使っている

けれど、一人一人の得点計算は算盤ですよ。 計算の手間、と言うよりも、

数を入れる手間の問題。 私達の世代は算盤に指が馴染んでいますから

ね。 それも戦前の五珠。 高等女学校に入った後、文部省が珠算を小

学校の必修科目にして、四珠に変えたのよ。 「読み書きそろばん」 とい

う言葉通り、算盤には頭で数を考える良さがあると思うのだけれど ・・・。 

 

 １００点より大きな数字はないし、小数点以下が必要なら １０倍して計算

すれば良いので ６桁で十分。 入れ間違った数字だけを取り消せると良

いんだけど、そういうボタンの付いた電卓はないの？」 

 

 



 10 

シャープ 液晶電卓 （EL-８０９） 
 

 
 

        １９７４年、シャープ（株）、１７，８００円 

 

 「お前、また電卓の宣伝かよ。 あれ？ 前のと違うじゃん。 今度はシャ

ープ ・・・、浮気っぽいなぁ。 何がウリなの？ 

 

 フ〜ン、液晶ねぇ ・・・。 電池が長持ちする、って聞いたけど、元々四

六時中使うもんでもないからなぁ。 ちょっと数字が見え難くない？ 然も、

高い。 判ったよ、同窓会の席は、政治活動、宗教勧誘、商談は原則禁止

なんだからさぁ、そこんとこ、宜しくね。 （笑） 

 

 お勘定？ おっ、ちょうど良かった ・・・、おい、４１，５００円を １１人で

割り勘すると、一人頭いくらだ？」 
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「丸紅飯田 （Miida） ８４０」 

 

 
 

               
 

 立石電機（株） 海外向け製品案内 （１９７６年版） より写真転載  

 

 「今度のプロダクトガイドは、ゴッツ、ええなぁ。 これ、機種は丸紅さん経

由の ８４０ やろ？ 手前の建築模型で業態説明は一発やし、３人とも真

面目な顔してゼネコン会社の雰囲気出しとるわ。 家計簿の方も機種は判

らんけど場面設定は完璧。 エッ、山本君とこの親子？ 別嬪さんやなぁ。 

本物の親子は素人でもモデルよりええわ。 坂本はんが、企画段階から丸

投げしてくれ、言わはるのも道理やね。 これで、バンバン売ってや。」 
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シャープ EL-８１３７ 

 

 
 

 「出たね、とんでもない本が ・・・。 車種毎に １５項目を １０点法で評

価して総合得点を出す。 高が ７点ってのは辛口だよね。 スバル・レ

オーネは ６点だから中々の善戦だと思う。 ７点はホンダのシビック。 ジ

ャーナリストはああいうのが好きなんだろうね。 単なるマニアとは一線を画

する見識、クルマ業界から干されなきゃ良いけどなぁ。 

 

 今ね、得点をチェックしてるんだ。 総合得点は単なる合計じゃなくて、

何か重み付けをしてる感じ。 この電卓、あるべき機能は一通りあって、余

計なものは何もない。 メモリーは凄く使い易い。 表示が小数点のポチだ

け、ってのは、コスト上の割り切りだね。 改善点は自動定数機能の拡充。 

掛け算と割り算には付いているんだから、それを足し算、割り算に拡大適

用することを何で考え付かないかなぁ ・・・。 ま、開発中なんだろう。」 
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「オムロン ８−SR」 関数電卓 

 

 
 

        １９７６年、立石電機（株）、７，８００円 

 

 「１９７６年 １０月 １４日 （木） ひかり １１０号車中 

 

 名古屋市交通局への自動改札機工事仕様説明会は滞りなく終わった。 

しかし、通路踏み板の強度の根拠を求められるとは思わなかった。 厚さ 

１cm の鉄板を使ったのは、強度上の要求ではなく、薄板の折り曲げ加工

よりも安いし、音が響かないし、重たければ持ち上げる悪戯も防げるだろう、

と考えたのが本当の理由。 

 

 『名古屋場所もあるでよ。』 の担当者の突っ込みに、『お相撲さんでも

体重 ２００キロは越えないですよね？ 動荷重で倍の安全を見て ・・・、

撓み １ミリ、行きません。』 と、咄嗟の計算で答えられたのは、関数電卓 

８−SR の威力。 両持ち梁、一点荷重の撓みを公式集に抜き書きしたの

がつい 近のことで、それが頭の隅に残っていたのは僥倖だった。」 
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シャープ 関数電卓 「ピタゴラス」 

 

 
 

        １９７８年、シャープ（株）、１０，８００円 

 

 「兄さんが関数電卓を自慢するものだから、僕も買おうかな、と思ってい

たところへ良いのが出たので買いました。 張り合った訳ではないけれど、

競合のシャープ、EL−５００２ 「ピタゴラス」。 関数キーは １５ しかない

けど、シフトキーみたいなのとの組み合わせで ５０種もの関数が扱える上、

３９ステップの計算手順を記憶させられるのだ。 どうだっ、羨ましいだろ。 

 

 無論、仕事に使ってます。 工場の生産設備設計は、毎回図面が違う。 

圧力容器の応力計算なんか、間違えれば人命に関わるからね。 計算尺

でやったもんで桁間違えました、なんて言っても、後の祭り。 これは １０

桁の数値の後ろに ２桁の指数表示が出るから、安心感抜群。」 
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カシオ 「J-1」 

 

 
 

         １９８２年、カシオ計算機（株） 

 

 「この電卓はな、父さんが会社で貰った記念品。 職場の改善提案制度

というのがあってな、身の回りの気付いたことを提案するんだけんど、皆に

出せ出せ言うだけでは効き目がないから、自分が先ず出すうちに、毎年 

１０位以内に入って表彰される。 それが今年で １０期続いた、という訳だ

な。 他にはおらんよ、私一人だけ。 

 

 これか？ 弟の正三が 近出した品質管理の教科書を送って寄越した。 

近は産業能率大学で教えとる、言うのは知っとったが、大分偉くなった。 

電卓も珍しくはなくなったが、何台もあっても仕方ないから、これをプレゼ

ントするかな。」 
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カシオ 「ワールドタイム」 

 

 
 

 「今日は ２０回目の結婚記念日。 折悪しく出張の旅の空、ホテルから

日本の留守宅に電話を入れる。 

 

 いつだったか忘れてしまったが、カリフォルニアに出張したのは、国際電

話が ３分で数千円の時代。 そんな野暮用の電話など考えもしなかった

が、何気なく話したのを現地法人の社長に咎められた。 『相手が結婚記

念日を忘れたら、裁判所は離婚理由に認めるんだよ。』 その場で半ば強

制的に電話をかけさせられ、電話代をお支払いする術もなく、只、恐縮し

たっけ ・・・。 電話しないで離縁されるリスクに気付いた訳ではないが、

電話代を気にする時代ではなくなった。 

 

 ニューヨークは夜も更けたが、東京は夕方の ５時。 カシオの 「ワール

ドタイム」 は、選択した外地の時刻と東京タイムを並べて表示してくれる。 

元は電卓なので、ストップウォッチを組み込むのは造作なかろうが、入れ

ないのも一つの見識。」 
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電卓と時計を組み込んだ定規 

 

 
 

  「よう、暫くだね、景気はどうだい？ お宅は電卓で儲けてたから、こう

安くなっちまうと、やってらんないでしょ？ 俺んち？ 職人は良くても悪く

てもあんまり関係ないやね。 大工は電卓どころか、算盤だって使わない。 

矩尺（かねしゃく）一本ありゃぁ、済んじまう。 見積もり？ そんなの辻褄合

わせだろ？ いや、本当言うとね、カミさんが算盤入れてんだよ、確定申

告のときは ・・・。 表の看板は一級建築事務所だもんな。 大工の棟梁

ってのが、まぁ実態だけどさ。  

 

 今図面ひいてるこの別荘、４間四方で玄関の三和土（たたき）が一畳引

っ込んでるから １５坪半。 暗算だけど、それを平米（へいべい）で言え、

って言われりゃお上には逆らえない。 まぁ、電卓使うさ。 ほれ、この物差

しに付いてんだ。 こんなところに埋め込まれて気の毒だなぁ。 ４６．９６５ 

平米か。 金勘定は算盤に決まってるよ、８桁なんかで足りるかっ、ての。 

ハハハ、一度言ってみたかった。」 
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「AMEX Card」 電卓 

 

 
 

 「３，４８０円頂戴いたします。 アメリカン・エキスプレスですか？ 勿論で

ございます。 平日のランチはお蔭さまでご好評頂いておりまして ・・・、

お客様、これはカードではなくて電卓ですよ。 はい、こちらは確かに本物

のカード、CAT 通信いたしますので少々お待ち下さい。  

 

 しかし良くできておりますねぇ、裏まで造り込んであるとは ・・・。 これは

どのようにして？ 成る程、アメックスのギフトですか。 全員ではないでし

ょう、拝見するのは初めてですから、お客様は大分豪勢にお使いになられ

たのでございましょう。 しかし薄くなりました。 この分だといずれ １ミリを

切って、カードの厚さまで行くのかも知れませんよ。 電卓がカードを目指

すのなら、カードの方が先に電卓になっちまえ、そういう趣向なのでしょう

かね？ 

 

 はい、サインはそちらで ・・・。 又のお越しをお待ち申し上げておりま

す。 ありがとうございました。」 
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電卓付きの検索式電話帳 

 

 
 

 「これ？ ゴルフコンペの賞品。 松重君に電話をかけようと思ったら、右

側のツマミをこうして M に合わせて下のボタンを押すと ・・・、ホレ、この

通り、彼の電話番号を書いたページが開くんじゃよ。 わしが良くかける相

手は電話帳から写しておいた。 電卓もついておるから、便利じゃろ？ 

 

 太陽電池だから電池の入れ替えはなし。 そうねぇ ・・・、何の計算をす

るのか、と訊かれたら ・・・、答はない。 少なくとも、電話中に電卓を探す

手間は省けると思うがね。」 
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カシオ 「クイックダイヤラー」 
 

 
 

     １９８７年、カシオ 「クイックダイヤラー」 QD-１００ 

 

 「電話がかけられる電卓、ですか …。 成る程、電子手帳の電話番号リ

ストを元に、DTMF 信号 (所謂、ピポパポ) に変換して裏側のサウンダー

からプッシュホンのマイクに音で入力する訳ですね。 

 

 登録件数は、たったの ２０件 … ソニーが同時期に出した同等品は、

もう少し多かったような気がしますが、いずれにしても実際、どんな状況下、

誰がこんなものを便利に使ったのか、想像が付きません。 自宅のプッシ

ュホンなら短縮ダイヤルのメモリーが電話局側にあるし、会社なら、電話機

の脇に共用の番号簿が備え付け、となると、残るは外出時の公衆電話。 

ハンドセット送話口にこのダイヤラーをピタリ重ねて、片手で保持するのは、

結構危なっかしいし、相手先検索の手間もさりながら、 初の一回と謂え

ども、たったこれだけの押しボタンでアルファベット表示の相手先を番号登

録するのは、極め付きに面倒。 

 

 ま、アイデア倒れだったのじゃないですかね？ それで凹むような会社

ではありませんよ、カシオ計算器は …。」 



 21 

カシオ 関数電卓 fx−３５０MS 

 

 
      

         ２００２年、カシオ計算機 

 

 「また、電卓が壊れてしまった。 実にケシカラン。 数年しか使っていな

いのに、いくつかの押しボタンが反応しないのだ。 修理するという代物で

はないから、行きつけの文房具屋で後継機種を買う。 

 

 計算尺の世話になった技術屋の 後の世代としては、２，０００円も出さ

ずに関数電卓が買える、だからすぐ壊れる、というのはとんでもない話。 

毎回マニュアルを読み直すのは勘弁だから、前のと良く似た機種にする。 

そうか、いっそまとめて ５台買いだめすれば、機械は使い捨てにしても、

使いこなすスキルは捨てずに済む訳か ・・・。 

 

 トホホ ・・・、やっぱり使い難い。 人間の頭は還暦過ぎたら OS の入

れ替えは無理だなぁ ・・・、そっちのメモリーが足りない。」 
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シャープ 超大型液晶電卓 （CS-２１３０） 

 

 
 

 「今年も確定申告の季節がやって参りました。 この電卓は、夫の生前、

お店の帳簿をまかされていた私が、少しでも使い易いものを、と思って買

い求めたものでございます。 シャープの 『コンペット』、縦横 ２０センチ

近い大きさ、数字もボタンも見やすくて大変重宝いたしました。 

 

 加算機方式？ あ、引き算のとき、数字のあとで 「−」 を押す規則のこ

とね、確かに数式とは違いますが、考え方としてはこちらが自然なのでは

ありませんか？ 時代が変わっても残ってくれないと困りますね。 

 

 金庫番と帳簿付け、それと電話応対。 家内労働ですが、表向きは零細

企業の専務ということになっておりました。 国民年金をいただけるように

なってからですよ、私の分も掛け金を払ってくれていた夫の深謀遠慮を有

難く思ったのは ・・・。 こんな面倒な計算、良くやりました。 今は、医療

費の控除だけですが、いつまで自分でできるでしょうか。」 
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カシオ 「データバンク」 腕時計 （DBX-11２） 

 

 
 

 昨年末の 「SONY 歴史資料館」 の後を追うように、「東京理科大学近

代科学資料館」 が一旦閉館になるそうで、「録音技術の歴史」 企画展

示の後、預託したままだった常設展示品を来週、引き揚げに行かなくては

ならない。 一回のクルマ搬送で済む私はさておき、馬鹿でかい電卓各社

の初号機や、国内に １台しか現存が確認されない情報処理技術遺産認

定の Intel 4004 IC チップ組込み電卓の初号機などをネット上の 「電卓

博物館」 に公開中の大崎さんは、現物をどう保管するか、頭を悩ませて

おられる。 守備範囲は違いつつ、正に 「同病、相哀れむ」 の図。 

 

 「電卓」 即ち、「卓上」 から始まったものが、軽薄短小化の末、辿り着

いたのが腕時計の領域。 セイコーやシチズンの領土宣言にもめげず、

果敢に攻め入って市場拡大に貢献したカシオは立派だった。 その後か

ら攻めて来たのが、携帯電話の成れの果て。 仕方あるまい、４０年を経て

シッカリ動いてはいても、老兵は消え去るのみ。 お互いに …。」 

 

          （旬日で平成の世が終わる ２０１９年 ４月２１日 補遺） 
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「電卓のあった風景」 初版 あとがき 
 

       工房 Nishi − 西 志郎 

       ２０１２年 ２月 ２０日 

 

 地質学の分野に 「示準化石」 なる概念がある。 突然発生し、短期間

で地球規模に繁殖した後、程なく消え去った為、その化石が出る地層年

代の特定が確実なものを指す。 その観点からは、「電卓」 は １９７０年

台の僅か １０年を特定する優れた 「示準家電品」 だとも言えよう。 

 

 作品成立のキッカケは単純で、「電卓博物館」 の大崎さんが上梓され

た 「電卓のデザイン」 を拝領した際、書中の電卓風景写真が楽しかった

旨の感想をお伝えしたところ、写真術は申し分ないものの、機種選定と場

面設定に、その時代を過ごしていない世代の感覚に違和感なきにしも非

ず、との贅沢なご発言。 それなら、私もやってみようか …。 

 

 何というジャンルに属するのか、私には判らない。 テレビの 「再現シー

ン」 に近いとは思う。 古来、自分の絵に自分で讃をする 「自画自讃」 

という芸術があるから、その延長線上に位置付けたい気持ちはあるが、比

喩に転じて 「手前味噌」 の意味が重くなったのが悔しいところ。 

 

 主演の電卓は、原則、私の動態所蔵品。 個々の手の内は明かさない

でおく。 昭和ノスタルジーの映画撮影現場で、スチール写真を撮ったの

だ、ということにしておこう。 コピーが臭いのも、広告写真にしてはセンス

が足りないのも、時代背景に従ったのだ、というのは、無論言い訳。 

 

 館長が面白がって下さったお蔭で、館の一隅を間借りさせて貰えること

になった。 アカデミックな雰囲気の中、時代考証だけは博物館基準でや

った積もりだが、誤りがあればその責は私に帰する。 固有名詞を仮名に

置換えてはいないし、どこまでが事実なのか、登場人物のモデルは？、と

問われたら、歴史小説の作法に準ずる、と言う答弁でご勘弁願いたい。 

 

 作業を終え、改めて認識したのは、電卓は今でも消え去ってはいないが、

日常風景の中で光っていたのは １９７０年台の僅かな期間であった、とい

うこと。 それから ３０年余り、「降る雪や 昭和も 遠くなりにけり」。 
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PDF 改訂版 あとがき 
 

       工房 Nishi − 西 志郎 

       ２０２０年 ５月 １５日 

  

 「電卓のあった風景」 は、元々、ネット上のバーチャル博物館、「電卓博

物館」 の一隅を間借りする形で公開されていた。 何時始まったのか？ 

となると、初版あとがきの期日、２０１２年 ２月 ２０日を信じる以外、著者

の私にも確認の術がなくなってしまった。 

 

 今回、後付けの形ながら、ファクトリアル出版として PDF 版改訂の形を

取ったのは、自身の目録に記載がなく、更新した前のパソコンと共に危うく

消え去るところだったのを、その寸前で拾い上げたのがキッカケ。 認知

症の自覚はないが、何かの思考をする際、サブルーチン・ネスティングの

深さが足りずに戻り番地を喪失する、という記憶領域のトラブルは確かに

多くなった。 自分自身で出来上がっている検索 Tree に収めておかな

いと、そういう事故が今後増えそうなのは明らか。 

 

 もう一点、ここで表明しておくのがフェアだろうと思うのは、友人の助けを

借りて、「工房 Nishi」 自身の HP を開く可能性が出て来た。 自力だ

けでは案の定難しそう、ということも判って来たが、いずれにせよ永年お世

話になった店子は大家さんにきちんと挨拶をするのが 低限の礼儀。 

 

 「電卓博物館」 の屋根の下には他の出展物もあり、本人の知らないとこ

ろで大学の研究室のテーマとして学生さんが大量検索したらしい痕跡も

ある。 その観点での 「電卓博物館」 の存在感に一目も二目も置かせて

いただいている姿勢には何の変わりもない訳で、幸い主宰者の大崎真一

郎氏とは昵懇の仲。 それらの扱いは、これからユックリ決めたい。 

 

 また、この 「 のあった風景」 なる著述のスタイルは自分の定番とな

って、テープレコーダーや、携帯電話を対象とするシリーズものに発展し

ている。 そのキッカケを下さった大崎さんには、ここで改めて深甚なる感

謝の気持ちをお伝えしたいと思う。 

 

  ２０２０年 ５月 １６日  （７２歳の誕生日）  西 志郎 
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