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「計算器具のあった風景」 

 
    	 	 	 	 西 志郎 
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問屋算盤 （１５桁 ４珠） 

 

 
  

 「おじいさんな、鹿児島の潮見町で砂糖と海産物の問屋をしちょいやっ

たで、お金の計算は上手ごわしたなぁ。 細かこつは番頭さんに任せっせ

え、毎年大晦日になると、１年でどひこ儲かったか、その計算だけは自分

で算盤を入れて、帳面を付けやったと。 おとうさんが結婚する前に亡くな

いやったから、知らん訳よね。  

 

 こん算盤は問屋が使う形には間違いはなかどんから、ないごて四珠を使

いやったとじゃろかい？ 『相場取引は電報では埒が開かん。 早よ、熊

本から鹿児島まで長距離電話を延ばしやんせ。』 ち、電話局に工事費の

寄附をして電話を入れやったから、ま、進取の気性に富んでおいやった

のかも知れん。 

 

 商品相場では損はせんじゃったで、晩年は株にも手を出しやった。 満

洲重工業の株券が終戦で只の紙屑になったのは、商才の有り無しとは別

もんごわんそなぁ。 お店は空襲で焼けたし、残ったのは土地だけ。」 
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参考： 標準語訳 

 

 「おじいさんは、鹿児島の潮見町で砂糖と海産物の問屋をしていらっし

ゃったので、お金の計算はお上手でしたね。 細かいことは番頭さんに任

せつつ、毎年大晦日になると、１年でどれだけ儲かったか、その計算だけ

はご自分で算盤を入れて、帳面を付けられたの。 おとうさんが結婚する

前に亡くなられたから、（あなたは） 知らない訳よね。 

 

 この算盤は問屋が使う形に間違いはないけれど、どうして四珠を使わ

れたのかしら？ 『相場取引は電報では埒が開かぬ。 早く、熊本から鹿

児島まで長距離電話を延ばしなさい。』 と、電話局に工事費の寄附をし

て電話を入れられたから、ま、進取の気性に富んでおられたのかも知れ

ません。 

  
 商品相場では損はしなかったから、晩年は株にも手を出されました。 

満洲重工業の株券が終戦で只の紙屑になったのは、商才の有り無しと

は別ものでございましょうね。 お店は空襲で焼けたし、残ったのは土地

だけ。」 
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「オーチスキング ポケット計算尺 K 型」 

 

 
       

      １９２１年、Carbic Limited （英） 

 

 「１９３０年 ７月 １４日（月）  

 

 ポートサイド出港より ４日、浅間丸は、スエズ運河より紅海に抜けたれど、

酷暑著しければ、午後は船室に籠りて、此度ロンドンにて求めしオーチ

ス・キングの円筒形計算尺の扱ひ習熟に励みぬ。 

 

 基本原理はマンハイム式の中間竿滑尺のものに変りなしと雖も、円筒表

面に配せし螺旋状目盛りは総延長 ６６インチ （即ち、５尺 ５寸余、或は 

１６８ cm） に達すが故、旧来の計算尺にては得難き ４桁の精度を得ら

るるは、改良の範疇に留まらず、以て発明の域と誉むべし。 機械式計算

機の勝れるは無論なれど、携帯不便、懐中に納まらざるを同類に扱うも理

不尽なり。 測地学の偉人、伊能忠敬、髙橋景時の此を知りたらば、いか

でか評せむ。」 
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参考： 現代語訳 

 

 「ポートサイド出港から ４日、浅間丸は、スエズ運河から紅海に抜けた

けれど、酷暑が著しいので、午後は船室に籠って、此度ロンドンで求めた

オーチス・キングの円筒形計算尺の使い方練習に励んだ。 

 

 基本原理はマンハイム式の中間尺を滑らせるものに変りはないが、円

筒表面に配した螺旋状の目盛りが総延長 ６６インチ （即ち、５尺 ５寸

余、或は １６８ cm） に達する為、旧来の計算尺では得難い ４桁の精

度を得られるのは、改良の範疇に留まらず、もう発明の領域だと誉める

べきだろう。 機械式計算機の方が優れているのは勿論だろうが、携帯

不便、ポケットに納まらないものを同類に扱うことに無理がある。 測地学

の偉人、伊能忠敬や、髙橋景時の此を知ったならば、何というだろう。」 

 



 6 

「タイガー計算機 連乗式 第２０号」 

 

 
       

      １９５３年、タイガー計算機（株）、３５，０００円 

 

 「１９５９年 ８月 １日（土） 

 

 志郎ちゃん、永松さんがトラックで鹿児島のお店に焼酎を配達に行きや

っと。 一緒に行かんね？ 

 

 夏休みの宿題帳？ そげなもんは、今日やらんでも良かとじゃろ？ 算

数は面積の計算よね。 こんタイガー計算機でやったら、一気じゃっど。 

こけ ３．１４ ち、ツマミを廻して合わせるのよ。 × ７，５００ は、ハンド

ルをグルグル廻して、ここん窓にその数字を出せば良かと ・・・。 行き過

ぎたら反対に廻しても壊れはせんよ。 こいが答、２３，５５０。 位取りと単

位は自分の頭で考えやんせ。 紙と鉛筆でやってご覧よ。 合うとったじゃ

ろ？ 全部これでやったら、いかんよ。 お母さんに言うてやるから …。」 
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参考： 標準語訳 

 

 「志郎ちゃん、永松さんがトラックで鹿児島のお店に焼酎を配達に行き

なさるよ。 一緒に行かないか？ 

 

 夏休みの宿題帳？ そんなものは今日やらなくても良いんだろ？ 算数

の面積の計算だな。 このタイガー計算機でやったら、直ぐだよ。 ここに 

３．１４ と、ツマミを廻して合わせるんだよ。 × ７，５００ は、ハンドル

をグルグル廻して、ここの窓にその数字を出せば良いんだ …。 行き過

ぎたら反対に廻しても壊れはしないよ。 これが答、２３，５５０。 位取りと

単位は自分の頭で考えなさい。 紙と鉛筆でやってご覧よ。 合ってただ

ろ？ 全部これでやったら駄目だよ。 お母さんに言ってやるから …。」 
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 ヘンミ No. ２７９ （５０cm 両面型） 計算尺 

 

 
 

 「羽田に帰って来ると、入国審査の後、税関で手荷物検査があるんだが、

あそこの係員は荷物より先に人物を見てるね。 

 

 パスポートのページを繰りながら、『ニューヨークはお仕事ですか？』 と

いうのが開口一番の決まり文句。 ビジネスだと観光客よりもサッサと済む

傾向があるにせよ、旅行鞄は開けさせられる。 その一番上に計算尺が入

っていると、技術職なのが一目瞭然。 ５０センチ尺は、短期用小型鞄の

対角線ギリギリの長さで、持って歩くのも長刀（なぎなた）みたいに不便な

んだけど、税関はそれを目にした瞬間、『はい、結構です。』 と言って、そ

の下は調べようとしないんだよ。 どういう理屈なのか判らないけれど、魔

除けならぬガサ入れ除けのご利益は満点。 普通の ２５センチ尺でも半

分くらいは効き目があるのかどうか、それはやって見たことがないから、何

とも言えないなぁ …。」 
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ヘンミ No. ２６０ （２５cm 両面型） 計算尺 
  

 
 

         １９６８年購入 （５，５００円） 

 

 「１９７０年 １０月 ６日（火） 

 

 後期授業開始の初日から、午後一杯、機械工学実験。 今日の課題は

アムスラー捻り試験機で SS４１ の試験片が破断するまで負荷をかけ、捻

り強度を調べるというもの。 

 

 前期半年やって、実験レポートの書き方は大分要領が判って来たが、

小二乗法で横弾性係数 G の値を求めるのは、算盤、計算尺、総動員で

骨が折れる。 グラフにプロットして定規を宛てても実用精度は問題ない

のに、材力研究室の担当、松尾技官は 「お前らの手抜きは 小時間法

と言うんじゃ。 計算ごまかしたら、レポートの点はやらねぇぞ。」 と厳しい

ので、計算で数値の妥当性を確かめた後、どこを検算されても抜かりない

よう、全ステップを清書しなくてはならない。 考察はその後だ。」 
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コンサイス 円形計算尺 
  

 
 

 「私が東アフリカ・サファリラリーにメカニックとして参加したのは、１９６６

年の 第１４回大会。 日産は １９６３年から参戦して ４年目で初の完走、

クラス １、２位独占でやっと勝った、という感じでしたね。 

 

 クルマはダットサン、ブルーバードの ４１０。 無改造の市販車がどこで

壊れるかの耐久レースなので、４台出場して時間内完走 ２台は驚異的。 

全体では ８８台中、たったの １０台なんですからね。 もう １台フィニッ

シュしたのにタイムオーバーは惜しかったな。 その後じゃないですか、国

内でもラリー熱が高まったのは …。 

 

 個人的に残しているものは、円形計算尺とか …、そう多くはありません。 

ラリー車専用装備と言えば、まず、スウェーデン製のハルダ・ツィンメータ、

二連のトリップメータ。 通常装備は降ろせないので、駆動部からパラレル

に取る細工がやっつけ仕事でレース中何度も壊れた。 ラリーマップは全

コース分、前もって渡されるので、距離と指定走行時分から計算尺で時速

を算出しておく。 手廻し計算機を積んでるクルマはなかったね。 指示

速度で走るのは基本的に無理な高速耐久レースだし、早着は減点になら
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ないから、クルマを壊さない限度内でとにかく飛ばす。 円形計算尺はナ

ビ席で操作してもドライバーの邪魔にならないし、１．０ 近傍で目外れが

ないから、我々はちょっとした係数補正に使ってました。 舗装のない荒れ

地をドリフト走行すれば、トリップメータは当然多めに出るからね。 

 

 社内的には余り期待されてなくて予算も厳しかったのが、勝った瞬間か

ら、ガラリ。 ラリー車を送り返すのに、DC-8 の横っ腹が開く JAL の貨

物専用機が飛んで来たのには度肝を抜かれたね。 行きは勿論、船便。 

日数は大したことはないけれど、木枠梱包が頑丈で開けるのに一苦労、

荷役のストライキとか通関とか、そっちが大変だった。 それが帰りは空港

まで走って来たクルマのガソリンを抜いたらパレットに載せて、それでお終

いなんだからね。 僕らは残務整理で置いてけぼりだったけど …。 

 

 
 

 あ、「栄光への ５０００キロ」、ご覧になりました？ 石原裕次郎と浅岡ル

リ子主演の映画。 笠原さんの本と同じなのは題名だけで、ストーリーは丸

で違う。 クルマも ５１０。 そう、ブルの SSS、三連ウィンカーランプがツ

ツツって流れるやつ。 内緒でデザインを外注した ４１０ よりも会心の作、

クルマで順調に外貨が獲得できるようになった金字塔ですからね。 映画

がその内に実話と混同されるようになるかも知れません。 日本人ドライバ

ーにしても、難波さんとか、違う回には出ているし、あっちこっちの事実を

継ぎはぎしたら、全体的な嘘はない、とも言えます。 実際はもっと、泥臭

かったけどね、文字通り …。」 
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ヘンミ ３０１A ４連カーソル計算尺 
 

 
 

 「１９６９年 ７月 １０日（木） 

 

 丸善から自動制御専用計算尺の入荷連絡があり、上京のついでに寄る。 

東京工大の伊沢教授が先月の例会で紹介なさったもので、尺目盛りが特

殊なのはさておき、普通は一つのカーソルが四つも付いているのは、迫力

満点。 設計場面で実用性の高い 『周波数応答法』 で用いるボード線

図に合わせて、K尺（３乗）の代わりに ４乗の目盛りがあったり、dB値 が

直読できたりで、出力のゲインや位相遅れの算出はかなり楽になる。 

 

 新鮮味の薄れた 『オートメーション』 に成り代わって登場した 『サイバ

ネーション』 と言う新語に憧れるのか、『自動制御理論』 は、うちの大学

の学生にも人気がある。 講義である以上、微分方程式の解法とラプラス

変換は避けて通れないが、数学に苦手意識のある学生はそこでドロップし

てしまう。 普通はその後でやる 『周波数応答法』 から先に教えたなら、

高校のクラブ活動でゴーカート作りに熱中して鉛筆よりもスパナが手に馴

染んでいるようなタイプの学生を救済できるのではないだろうか？ 来年

のシラバスは書いてしまったものの …。」 
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月面に降り立った計算尺 
 

 「アポロ １３」、奇跡の生還劇は、トム・ハンクス主演の同名映画で、一躍

有名になった。 

 

 
 

 その一コマに時代遅れの計算尺が登場するシーンがある。 ほんの一

瞬だが、DVD の静止画像で機種を割り出したマニアに拠れば、至極一

般的な、キューフェル＆エッサー社の ４０５４ だと言う。 
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 実際にアポロ宇宙船に非常用として搭載されたのは、ピケット社製、止

めネジのガッチリしたミリタリー調の ５インチ尺 「N６００−ES」。 も一般

的な １０インチ尺の半分、１３ cm にも未たない万年筆程度の長さ。 胸

ポケットに納まることを主眼にしたのだろうと推測は付くが、こんなもので実

際、間に合ったのだろうか？    

 

 
 

 映画の造りからは小道具係が手を抜いたとは到底思えない。 件のシー

ンはどうやら宇宙船内ではなく、極限まで電力を節約するために、AGC

（アポロ誘導コンピュータ） の電源を落とす直前、軌道計算が間違ってい

ないか一瞬不安になった地上の支援チームが検算をしたのだ、ということ

が判って、一件落着。 

 

 アポロ １１号、人類初の月面着陸で、アームストロングと共に月面に足

跡を記したオルドリンが、船外活動の間、宇宙服のポケットに入れていたと

称する計算尺が、当人のサイン入り由来説明書と共に法外な値段で売り

に出たことがある。 官給品を売りに出す、というのも違和感があるし、宇

宙服の手袋で果たして使えたのか、疑問はあるにせよ、携行したという話

は真実のようだ。 精神的なお守りだった、と言う説明が聞きたいところ。 

ピケット社が同社の宣伝に大々的に用いたのは、オメガの 「スピードマス

ター」 や、ハッセルブラッドのカメラと同じく、言うまでもない。 
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シャープ ワンボードマイコン 
 

 
 

 この手の開発トレーニング用ワンボードコンピュータは、言うまでもなく、 

NEC の 「TK-８０」 がパイオニア。  
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 近代科学資料館での 「パソコンの歴史」 企画展示に関連して、その

開発経緯を振り返るシンポジウムが開かれたのは、２０１０年のこと。 雑誌 

「月刊 ASCII」 の編集長だった遠藤諭氏を座長に据えたのは大当たり、 

NEC で開発責任者だった後藤富雄氏と渡辺和也氏、ユーザーサイドか

らの榊氏など、そうそうたるメンバーがパネリストに顔を揃え、「新商品開発

は ８割が反対の段階で、隠れて着手すべし」 など、まずは開発秘話で

大盛り上がり。 

 

 展示品には、動態の TK-８０ は言うまでもなく、ワンチップ CPU 出現

前のロジックゲートだけで、それを完全再現した手作りボードや、TCP-IP 

手順のインタフェースを追加してネット上で動くもの、などなど、「７０年台

のアキバのピットイン」 の熱気が再現された会場の様子をニコニコテレビ

が動画生中継で配信、ネット上での反響が即時 OHP にテロップで流れ

るなど、時代と共に進化したネット環境の変化も実感させるものだった。 

 

 当日の私の役回りは、形式的にはシャープが同じ路線で後から出した 

「SM-B-８０TE」 を展示しつつ、シンポジウムの進行がマニアックな話題

で主催者の思惑と違う方向へ脱線しそうになったら、その修正に協力する

特命を負った、言うなればサクラの聴衆。 （幸い、その出番はなかった。） 

 

 シャープ製は、CPU チップもシャープの Z８０、水晶素子に ４.９１５２ 

と表示のあるのがクロック周波数。 ０から F までの１６進数を表示する ７

セグメントの LED など、基本構想に違いはない。 RAM 増設スペース

は空き地のままだが、ジャンパー線が一本もない完成度は見上げたもの。 

単一の ５V 電源だけで走るので、１アンペアなら １.２V のニッケル水素

電池 ４本で １時間は保つだろうと間に合わせたのが私流の手抜き。 

当時のデファクトー・スタンダードだったカンザスシティ規格のテープ入出

力インタフェースを備えるので、マイクロカセットテープにプログラムが入っ

ているフリをした。 カセットは動態だったので実際動く素振りまで可能だ

ったのに、その出番もなかった。 

 

 残存数は TK-８０ に比べると桁違いに少ないだろうし、今でも動態で

保存はしているけれど、「情報処理技術遺産」 の視点では脚光を浴びる

ことはもうないだろう。  

 
       （初出  Nov. １１, ２０２０） 
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Casio MSX パーソナル・コンピュータ 
    

  
 

 １９８４年の発売時に買い求め、子供たちがテレビゲームで遊び、私は 

Basic のプログラムで遊んだ後、マニュアル、インタフェースケーブルなど

一切合切を元箱に戻してしまい込んだままになっていたカシオの MSX 

パーソナル・コンピュータを久々に押入れの奥から掘り出して来た。 

 

 当時のブラウン管テレビはとうの昔に買い替え、現在の液晶テレビは相

棒の S-VHS ビデオテープデッキが動かなくなり、わざわざ VHS テープ

機能の残っているのを後継機種に選んだのに、これもデッキ部分が故障

したらもう修理不能だと言う。 テレビも ４K の新世代に移行が始まり、風

前の灯だが、アナログのビデオインタフェースが残っているので、物は試

し、と繋ぎ込んでみたら、見事に動いた。 カセットテープにプログラムが残

っているのだが、流石にそれを探し出す元気はないから、子供のゲーム、

dB-ソフトの 「フラッピー」 で良しとして、得点がちっとも伸びないのは、 

カーソルキーの反応がワンテンポ遅れるせいだということにしておこう。 

 

 主な仕様は、CPU Z-80A、RAM ８KB、英数字キーボードは JIS 標準、

ひらがなカタカナはアイウエオ順の配列、ゲーム用のカセットスロットを備

えるが、ジョイスティックはない。 ２９,８００円の値段はいかにもカシオらし

い業界 安値だった。 ２７０ ページに及ぶ取扱説明書は、冒頭 ３０ ペ

ージを理解すれば、ゲームは楽しめる。 残る ２４０ページが MSX Basic 

のプログラム解説書。 DVD プレイヤーは ２万円くらいで買えるけれど、

アナログインタフェースはもう備えていない。 本来、そうした I/O インタ

フェースの規格は簡単に変えるべきものではないのだが …。 
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NEC ９８０１ PC ＋ 初代 「一太郎」 
 

 
 

 （社）情報処理学会が、後世に語り継ぐべき 「情報処理技術遺産」 の

選定を始めたのは ２００９年のことで、メインフレームが主体であった初年

度に日本語ワープロソフトの代名詞的存在の 「一太郎」 が選定された。

１９８５年に徳島の小さなソフトウェア会社、（株）ジャストシステムが作った

時点ではここまでの大成功は誰も予測できなかっただろう。   

 

 翌 ２０１０年、NEC の PC-９８０１ が認定されたのを機に、認定委員の

一人だったコンピュータシステム＆メディア研究所の山田昭彦先生が、東

大で行われる認定式会場での動態再現デモを企画された。 PC-９８０１ 

は NEC の子会社が山形県に保管してはいているものの、静態保存のみ。 

そこで、分散コンピュータ博物館の指定を受けていた東京理科大の近代

科学資料館に白羽の矢が立ち、実機提供の打診があった。 

 

 当時、館の裏方ボランティアとして整備作業を担当していた私に与えら

れた役割は、本体の他、８インチフロッピーディスク、OS、マニュアル一式

を揃え、工場出荷検査と同じ動作確認とその梱包作業。 本体とフロッピ

ーディスクは経年劣化に備えてバックアップ予備機も、というのだから、今

考えると、随分贅沢な展示だった。 

 

 動態展示した時間は ３時間あったろうか。 動態展示は何事もなく、無

事終了。  
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IBM ５５３５ ラップトップ・ワークステーション 

 
I: 「やぁ、お久しぶり。 元気そうで、ちっとも変らないね。」 

 

N: 「君こそ。 面白い写真があったので持って来たよ。」 

 

I: 「良く昔のが出て来るなぁ。 お互い髪の毛は少し減ったかな。 パソコ

ンがでかいよ！ これ、何年頃の？」 

 

 
 

N: 「９０年頃じゃないか？ IBM ５５３５ は ８８年の登場だから …。 

５９５，０００円とあっては、パソコンの手軽さではなく、「ワークステーション」 

という位置付けだった。 社内ではオンライン端末が先に普及していて、

「漢字ターミナル」 を経由した分、パソコンの社内導入が遅れて、ユーザ

ー部門の不満が大きかった。 僕は業務上の必要性を認めて貰った例外

だが、内蔵モデムは １，２００bps の時代、ポータブルとは名ばかり、重さ 

8 Kg を越え、AC １００V がなければ動かないのだからね。 でも、和文

ワープロを個人で使えたのは、悪筆の私としては実に有難かった。 

 

I: 「思い出したよ。 僕がニューヨーク出張に電子メールアクセスのために

パソコンを持って行くようになった頃は、２Kg 程度になっていたが、速度
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はそんなもの。 ホテルからのダイヤル・アップで設定が違うと文字化けし

て苦労したなぁ。 まさか、今も持っているんではないだろうね？」 

 

N: 「ご明察。 廃棄直前に策を講じて合法的に救出後、動態保存してい

るんだ。 驚いたのは、内蔵電池が生きていて、カレンダーの日付が、閏

年ではなかった ２０００年を越えても狂わなかったこと。 年一度の動作

確認では、液晶画面のコントラストが少し怪しいが、この先、 初に寿命が

来るのは、３．５インチフロッピーか、ハードディスクだろうなぁ …。」 

 

 
 

N: 「左後ろが一緒に使っていたチノンのプリンター。 秘書がレターを打

つには印字品質が貧弱な黎明期のインクジェット方式、産業遺産として価

値が出るかもね。 印字用のプラテンの中に単二電池を収納、この大きさ

のまま、外部電源なしで動くというのも、秀逸なアイデア。 本体が １００V 

なしでは動かないんだから、実際に出番はなかったけれど …。 

 

I: 「メインフレームで飯を食っていた IBM は良く会社が潰れなかったね。 

遅れて参入したパソコン事業も斜陽と見るや、レノボに売り渡して、会社自

身は存続しているのだから、見上げたものだよ。」 
 

        (初出： Feb. 10, 2016) 
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