喜CTプ≡罠鵡夕転籍開発について
ICT人材育成プロジェクト研究開発委員
工藤雄司・阪本康之・茂木好和・金城幸廣・深澤孝之・小藩信治

要旨「ICTプロスペクト」は、平成17〜19年度に文部科学省から指定を受けた「ICT人材育成
プロジェクト」研究の−一貫として取り組んでいる活動である。

ICTプロスペクト活動の目標「技術の動向を正しく見通す活動を通して、ICTの諸課題を見つけ
る力を習得するとともに、創造的にICTを利用する力を育成する」の達成のためには、新技術発表会
などに積極的に参加する「ICT見学」一は効果的である。

キーワード ICTプロスペクト、ICT人材育成プロジェクト、1CT見学、創造的にICT
を利用する力、ICTの諸課題を見つける力

1．】CTプロスぺクトとは

分野における高度な人材の育成について、高等学校段階

ICTプロスペクト（prospect：見通し、予想、期待）

から推進していくため、平成16年度より「ICT人材

は、技術の動向を正しく見通せる能力を身につけること

育成プロジェクト」を実施している。これにより、平成

を目標とする。そのためには、数年後に主流となる技術

16年度に10校、平成17年度に5校の計15校が
「スーパーICTハイスクール」に選ばれ、独創的なソ

を信びょう性に留意して予想する活動を行う。これを2
年次と3年次に実施する。2年次生の活動を「ICTプ

フトウェアの開発など、ICT分野の高度なクリエータ

ロスペクト基礎」、3年次生の活動を「ICTプロスペ

ーを育成するため、優れた人材を、高校生の中から発掘

クト応用」とした。

し、その成長を支援している。
本校総合科学科（工学システム・情報科学系列）は、

平鹿17〜19年度にかけ「総合学科におけるICT人

（1）lCTプロスぺクト基礎

2年次科目「プログラミング技術A」「産業電子技術」

材育成プロジェクト」のタイトルで研究指定を受けた。
本校・総合学科におけるICT人材の育成は、「開発

「工学情報基礎」の中で特別な期間を設けて活動する。
内容としては」3年後に主流となる技術を予想してレポ

された情報コミュニケーション技術（ICT）をどのよ

ートすることである。そのためには今後主流となる技術

うに使いこなすか、さらには、どのようなICTがユー

のより正確な情報が必要なので、ICT見学を実施する。

ザーのニーズに応えられるかを広い視野に立って総合的

資料1に、平成19年度のICTプロスペクト基礎の

にマネジメントできる人材の育成」との視点で取り組ん

でいる。資料5に、研究開発のイメージ図を示す。

目標と具体的な実蹄スケジュールを示す。
（2）lCTプロスぺクト応用

（1）研究担当者

資料2に、研究担当者を示す。ここで、研究開発評価

3年次科目「ICT基礎」「工学情報実習」の中で特
別な期間を設けて活動する。内容としては、5年後に自

委員会委員長は、ICT人材育成プロジェクト研究開発

分が作り上げたい技術をレポートすることである。その

評価委員会に所属し、他は全てICT人材育成プロジェ

ためには3年後に主流となる技術のより正確な予想が必

クト研究開発委員会に所属する。

要なので、再びICT見学を実施する。

資料3に、平成19年度のICTプロスぺクト応用の

（2）研究開発の組織

資料4に、研究開発の組織を示す。ここで、ICT人

目標と具体的な実践スケジュールを示す。

材育成プロジェクト運営指導委員会は、筑波大学の教授
を中心に13名で構成され、ICT人材育成プロジェク

2．1CT人材育成プロジェクトとは

ト外部評価委員は1名で構成される。

文部科学省は、情報コミュニケーション技術（ICT）
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3．1CTプロスベタトの実施について

4）場 所 東京ビッグサイト 東展示棟東2ホール

（1）平成18年度t CTプロスぺクト基礎

パナソニックセンター東京

5）参加生徒「工学情報実習」選択者3年次22名

2年次生に実施した「ICTプロスペクト基礎」にお
いては、ICT見学によるモチベーションの高揚は顕著

引率教員2名

であり、「ICTプロスペクト相互評価票」に表れる評
4．成果と今後の課題

価も高かった。レポートの一例を資料6に示す。

平成18年度の3年次生の取り組みである「ICTプ

次にICT見学の実施要項を示す。

ロスペクト応用」では、ICT見学を行わなかった。3

1）ICT見学の目的
1．最新のICTシステムに関する理解を深める

年次生は、卒業研究も平行して行っているので、今さら

2．正確な知識を得るためのコミュニケーション

新技術発表会に全員で参加する必要も無いと考えたが、
感想にICT見学を実施して欲しいと言う意見が多かっ

演習の場とする

た。このような経緯から平成19年度は3年次生にもI

3．先端技術に関する興味関心を高める

2）見学先 WPC2006−PC＋ディジタルが

CT見学を行ったが、たしかにレポートの多彩さでは前
年に勝っていたようである。

実現する、新しいライフスタイルー

3）日 時 10月18日（水）3限〜7限

したがって、ICTプロスペクト活動の目標「技術の

4）場 所 東京ビッグサイト 東展示ホール

動向を正しく見通す活動を通して、ICTの諸問題を見

5）参加生徒「工学情報基礎」選択者2年次芦3名

つける力を習得するとともに、創造的にICTを利用す
る力を育成する」の達成のためには、新技術発表会など

引率教員1名

に積極的に参加する「ICT見学」は効果的であった。
また、発表会の評価票を発表生徒毎に切り離し、各自

（2）平成19年度ICTプロスペクト基礎

資料7に示す発表用スライドは，平成20年2月22

の台紙に自分への評価票を集めて貼るよう改善したこと

日（金）に開催された筑波大学附属坂戸高等学校主催の

で、自分の発表への評価を纏めて確認できるので、レポ

第11回総合学科研究大会の研究授業において行った

ートの改善に役だった。
今後の課題としては、生徒の評価として、生徒間の相

ICTプロスぺクト基礎発表会の生徒のものである。
資料8に示す生徒の評価シートは，発表会の評価票を

互評価を取り入れたが、企画評価委員の松田先生のご指

発表生徒毎に切り離し，各自の台紙に自分への評価票を

摘にある「何に基づいて予測させるか」、「どのような

集めて貼るよう改善したものである。これにより，自分

予測の仕方ができれば適切だと評価するか」、「信憑性

の発表への評価を纏めて確認できるので，提出レポート

をどう確かめるか」などの評価基準を明確にする必要性

の改善に役立つ。

が認められたので更に検討を加えること。
それと、外部評価委員の小泉先生のご指摘にあるよう

次にICT見学の実施要項を示す。
2）見学先 ㈱日立製作所中央研究所（国分寺市）

に、グループ活動を積極的に取り入れることで、セルフ

3）日 時 9月10日（月）4〜7限

チェック機能を生かした、より信びょう性の高いレポー

4）参加生徒「工学情報基礎」選択者2年次24名

トが作成できるよう改善を図っていく予定である。

引率教員3名
【引用文献】

（3）平成19年度ICTプロスペクト応用

1）『IT人材育成プロジェクト研究開発実施報告書（第

3年次生に実施した「ICTプロスペクト応用」の提

1年次）』

出レポートの一例を資料▲9に示す。

2）『IT人材育成プロジェクト研究開発実施報告書（第

次にICT見学の実施要項を示す。

2年次）』、筑波大学附属坂戸高等学校、2007年

2）見学先（D第59回ビジネスショウ

3）『ICT人材育成プロジェクト研究開発実施報告書

TOKYO2PO7ムービジネスの創発

（尭3年次）』、筑波大学附属坂戸高等学校、

2008年

②パナソニックセンター東京「ユピ

キタスネットワーク社会の実現」と
「地球環嘩と

3）日

時 7月12日（木）
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資料1ICTプロスペクト基礎の目標と具体的な実践スケジュール

2年次科目「プログラミング技術A」「産業電子技術」「工学情報基礎」で実施
技術の動向を正しく見通す活動を通して，∴ICTの諸課題を見つける力を習得
目

・2年次生の活動である「ICTプロスペクト基礎」では、3年後に主流となる
技術を予想しレポートする。

標

・今後主嘩となる技術のより正確な情報を得るため、新技庸発表会等のfCT見
学を実施する。

授 業 内 容

時期

評価の観点 方法

9月

4日

2限：ICTプロスペクト基礎のガイダンス

・現在の技術 ①
相互

10日

・1T2年後 評価

所）実施

実
12日・

ス 10月 参考資料イ新技術の動向や興味深い話題」の配布
ケ

5日 レポート提出期限

ジ

9日

予定等
鱒

（5〜6名のグループに分かれ、発表会を行う）

・3年後に主

の予想

レポ

・予想の信び

22日

1月

よう性

29日

2月 想結果の見直しを行い、再作成す卑）

の分かりやす 的に
評価

12日

評価・修正

」引用の分量 すや
・発表

22日

生徒に期待する変容と評価項目

1．ICTシ不テヰに触れ、創造的な利用を考える力を習得する。
2「ICTの儲問題を考え、解決に向けた取り組みが行える能力を培うこ
声．プレゼンテーションなどのコミュニケーショシ甲力を育成する。

資料2 研究担当者
氏 名

担当学年・校務分掌・担当教科等

小澤 信治

研究部主任・外国語

工藤 雄司

垂痍情報管理部主任・工業・■情報・工学情報系列運営委員長・

研究開発委早余委員長

茂木 好和

3年次副担任・教務部・工業

金城 幸広

2年次副担任・生徒指導部・工業・情報

阪本 康之

進路指導部主任・「数学・情報・工学情報系列運営副委員長

深澤 孝之

生徒指導部・工業・情報

中井 毅
岡 聖美

生徒指導部・商業
1年次副担任・・進路指導部・理科・情報・研究開発評価委員会委員長
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資料3ICTプロスペクト応用の目標と具体的な実践スケジュール
3年次科目「ICT活用」「工学情報実習」で実溺

技術の動向を正しく見通す活動を通して，ICTの諸課題を見つける力を習得
するとともに，創造的にICTを利用する力を育成する。
目

基礎の活動を基に、5年後に自分が作り上げたい技術を予想しレポートする。
標

なるよう留意する。

授 業 内 容

時期

評価の観点

方・法

・現在の技術の

6月

①相互

解説

25日

・3年後に主流

実
践

②提出

想

ス

レポー

ケ

ト

たい技術の予想
・3年後、5年

日
‡
／レ

20日 評価（5〜6名のグループに分かれ、発表会を よう性

する

・出典や引用の

（木）

分かりやすさ

12月
5日

（水） 成（予想結果の見直しを行い、再作成する）

・発表

生徒に期待する変容と評価項目

1．ICTシステムの理解を深め、創造的に活用できる力を習得する。
2．ICTの諸問題を発見し、解決策などが提示できる能力を培う。

3．プレゼン、マネジメントなどのコミュニケーションカを育成する。
資料4 研究開発の組織
文部科学省

ICT人材育成プロジェクト運営指導委員会
学校評議員

ICT人材育成プロジェクト外部評価委員
各部・各年次会等

職員会諌

ICT人材育成
プロジェクト
研究開発

教育課程
検討委員会

教務部・生徒指導部
進路指導部・研究部
学務情報管理部

PTA校内幹事会
1・2・早年次会

研究推進委貞会

各種校内委員会

評価委員会

系列運営委員会

生物資源・環境科学系列
工事システム・情報科学系列

ICT人材育成プロジェクト

生活・人間科学系列

研究開発委員会

人文社会・コミュニケーション系列

各 教 科
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資料5 研究開発のイメージ図

総合学科におけるICT人材育成プロジ工クト
本校の目指したICT人材
○単にネットワークの知識があったり、ハードウェアの知識があることより「ICTをこ
んな風に応用したい‥・、できるのではないか‥・」などと感じたり、考えたりすることが

大切。技術的なスペシャリストではなく、幅広い科学的な興味・関心を持ち、社会の変化
や科学技術の発達に柔軟に対応できる人、創造的にICTを利用する人材を育成する。

○本校のICT人材は、「産業社会と人間」や本校開発科目「産業理解」、「起業基礎」、
「卒業研究」、総合学科ならではの専門科目の選択の基に育まれる。
′■￣■￣■￣−￣■￣●￣−￣−

￣■￣川■■￣川■■￣●￣■￣■￣■；こニ「−「二￣；ニニニ●ごこ：ニこ￣川■￣●￣−￣川■￣

−■￣−￣一￣●■■■●一一￣−￣川■−

￣ヽ

開発した科目や活動

；○開発科目「ICT活用」2単位：工業科、情報科、商業科の連携による合科型科目 ；

妻○ICTプロスペクト：ICT見学などにより興味を持った技術の動向を、生徒各々が 室
り組み

。Ⅰ。T合宿：「Ⅰ用
し9ユ

」

．．．…．…．

￣ ￣●￣■￣一￣■￣−￣−￣−￣■￣●￣■￣■￣■

′■￣−￣■￣■￣■￣−￣一￣−￣一￣■￣■￣■￣■￣●￣− ￣■￣川■■￣■￣一￣■￣−￣−￣…■●￣■￣●￣一￣−￣●−

lCT人材育成における学習目欄
；

￣ヽ

；①創造的にICTを利用する力

！○コミュニケーションの力：プレゼンテーション・リーダーシップ・マネジメント
：②ICTの課膚を見つける力
③

l■l

○社会で利用されているITの良し悪し等、改善点の指摘、諸問題の解決

■

ICTシステムに関する理解と活用を図る力

一

○コンピュータの原理や特性、・可能性 ○ハードウェア理解 ○ソフトウェア理解
○基本的な知識・理論の習得
し＿：ごだ∵ニニごご：ごご巴．＿≡禦ユニニヱユ．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．

＿．＝．．． ＿．＿川．．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿

ICTプロスペクト（prospect：見通し、予想、期待）

○活動の目標「数年後に主流となる技術を信びょう性に留意して予想する活動を通して、
技術の動向を正しく見通せる能力やICTの諸課題を見つける力を習得す

るとともに、創造的にICTを利用する力を育成する。」
02年次「1CTプロスペクト基礎」：3年後に主流となる蔑術をレポート
03年次「ICTプロスペクト応用」：5年後に自分が作り上げたい技術をレポート
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資料6 生徒レポート抜粋（平成18年度ICTプロスペクト基礎）
2年 S．N
新聞紙を新聞塙席へ

現在、すべてのものがデジタル管理され、それらはもはや日常生活から欠くことのでき
ないものになっている。そこで私は、いまだにデジタル化されていないものが、これから

の情報化社会で進化していくだろうと考え、一体それはなんなのかということを考えた。

まず、現在の情報化社会でデジタル化、端末化されているあらゆるものをWPCの見学
の結果を踏まえて例をあげていった。そして、最後に行き着いたのがイ新聞」だ。
毎朝届く新聞もすでにデジタル化されている。たとえば、インターネット接続ができれ

ば、いつでも最新の情報を得ることができるし、いまやメルマガ機能も存在する。しかし、
新聞に大切なことは、写真や軍事を利用して、読者にわかりやすく情報を伝達す畠と
ことだ。

下記に、インターネッ′トとメルマガの欠点をあげてみた。
○インターネット
・PCが必要。PDAなどでも無線LANが必須。
・いつでもPCを持ち歩くわけにはい
・画像、動画などで情報を視覚的に捉えられるが、情報の信憑性に欠ける。
・文面のみでの表記やあるので、．情報の概要は得られても、全体像が見えにくい。
○メルマガや携帯サイト
・ 完全に文面のみ。
・文字数を間に合わせるため、細かな情報が省略。
・文字の羅列状態で、結局必要な情報が見つからないことがある。
・文面を飛ばし読みできない。
・リアルタイムな情報が得られない。
インターネットやメルマガなどの欠点はこのようにいくつかある。このようなことから、
私は現在の新聞を端末化したらどうだろうかということを考えた。端末化すれば、上記に

述べたインターネットとメルマガの欠点を解決できるのではないかと思ったからだ。
具体的にいえば、まず手のひらサイズの有機EL、または薄型の液晶パネルに換作用の

．

パックを取り付けた端末を作る。ユーザーはこの端末を嘩
ピュータに、登録されたユーザーのサドレスを入力する。そして毎朝、その大型コンピュ

ータが新聞の記事を轟録アド｝スへ自動転送する。そめ転送された記事を端末が受信。液
晶部分に表示するというしくみだ。

記事のページスクロールは、換作用のパックに取り付けられたクイックパネル（ipodの
技術同様）上で、親指を上下に滑らせることによって行う。
そして、WPCで発見した新しいメモリーカードrSQカード。これは、4GBもの容量
をSDカード並みのサイズに小型化した最新のメモ▼りである。
このメモリを、パック内に挿入すれば大容量の、気になった記事、画像、動画を保存す
ることも可能だ。なおかつ、この端奉が実用化されれば、．新聞葉音だけでなく広告業界で

も活用できる。新聞折込チラシを動画や音楽にしてCM感覚で液晶パネルに表示させるこ

とカモできる。もちろん、新聞業者からの広告のみなので架空請求やダイレクトメールなと
が送りつけられる心配はない？つまり」この新聞端末があれば以下の」ようなことカ
能になるわけだ。

●今まで、画像と文面のみだった新鹿を文面だけでなく二動画や音声をらけることが可
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⑳ 毎朝、自動転送されるので配達の人件費削減が図れる。

⑳登録アドレスのみに送信されるため、架空請求やダイレクトメールの送付の心配がな
し＼

◎ メモリを使えば、送られてきた記事で気になったものを保存できる。

◎折込チラ㌢が、動画や音声でより濃いものに。
⑳薄型軽量なぁで、持ち歩くことも可能。
◎ 料金は、いままでの新聞代とかわらない。
◎ 懸賞などの応募もワンタッチで完了。

◎ 朝刊、夕刊ではなく、今現在の情報がリアルタイムで送付される。
端末、新聞業者間での情報伝達の流れ

上記のような流れで情報が伝達される。

新聞サーバーが・設けられ、そ．のサーバーにbtml記述による最新の情報を新聞業者がアッ
プロード。端末にアクセス回数と時間を設定（一日3回、朝昼晩など）して、その時間帯
に端末が自動で新聞業者に情報を要求。すると、新聞業者はサーバーにアップしている最
新の情報があるかないかを返す。その返事を受けた端末は、サーバーにアクセス、そのサ
ーバー
にアップされている最新の情報を取得し、液晶に表示するという流れ。情報を保存
するため、携帯電話のようにパケット代が毎時間発生することはない。
参考文献

・肝C2006公式ページ（叫旬‥〃expo．叫）

・Macintosh公式ホームページ（轍／）

・Microsoft公式ホームページ（轍）

・WPC Benica社SQカード

（htt：／／www．ic．biz／w c2006／roductnews skeleton．as？index＝13174）
・Microsoft とMacintoshにづいての論談がなされているサイト
・Hotwired（吐tpソ／hotwired．即0．祓）
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資料7 発表用スライド

有機ELの現状
せ有機ELとは

現在開発、実用化が進められている発光装置
薄型家電の主力になっている「液晶J「プラズマ」

に変わる、新しい技術として注目されている
（すでに一部のTVや携帯に採用されている）

有機ELの未来予想

有様ELの特性

書出力蔵置は今後どうなるか．

鴨有機ELの長所
・小型化

・テレビが超薄型化

ガラス、バックライトが不黒 丸貫喜藤とさない

・発光能力 色書桝がか柑をつけで見ても凛すが童わら軌、
−フレキシブル性乃スナックぺ一久の蒙ら飢、ディスプレイが作れも
その他、r低燃費」「生産コストが安いjなど

t携帯の超小型化

有機ELの短所

■スクロール型携帯塵兼の誕生

■寿命の施さ

数え方が「一枚、ニ枚」に、設置方法が「置く」からー粘る」に

さらに清くなる 価格も牲下

劣化が軌、

丸めて持ち運べる大型モニターの開発

・大型化しづらい 拘卜鶏ちしやすくなも

・電子ポスターの完成
町中にポスターのように画面が貼られ、企業広告

■多額の設備投資 重量工数帥が雛棄と丑う

有様ELの未来予想

参考資料

その他の部分への影響

参考質料：

「wikip￠dia有機エレクトロルミネッセンス」による

・照明番兵もすべてシート化

rソニーの有機ELは ポストTV となり得るか？J

催鰹糞で明るく、部ヰはより広く、事故によ㊨匪我人も漉少

叫伊州心細鵬帰相和珊則胴細心叫U叫＿d．仙

「有機ELディスプレイJ

蜘l如刷抑1

・電化の蛙豊北
お年書りや子供、捷我人への負せも減少

「有機EL紹介」
lゆ伽柵血中柏．W卿爪油壷・u危汀融．以・一助
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資料8 評価シート

リーVT群葦や−ナ 冒．悼b父哲淋醇
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資料9 生徒レポート抜粋（平成19年度ICTプロスペクト応用）
3年A組30番 M．M

本レポートは13責であったが、誌面の都合で
ユビキタスの説明や、技術説明の部分はカットし、
文字間・行間を治めさせていただいた。

ICT見学で見た技術、システムをレポートしていく。
＜株式会社シ「イーシー・エイアイサービス「RaLC」のパンフレットより＞
後は省略
−■

−■■■

−

■−111■

■■■●■

−

−

■■■■■

■■−■

■■■■■

−

−

−■

−■

−

−■■■

−

−■■

■■■−

■−■

−

このシミュレーションソフトによって工場の建設によるシミュレーションから、入れるべき機

械、効率の良い機械の配置、働く人の人数、働く人の効率よい動作、人と機械との連携、生産ス

ピード、生産量、それに必要な材料の量、輸送の手配など企業が新たなことを始めるにあたって、
必要なことの大半をシミュレーションすることができ、工場を造り動き始めてからの損害を減ら
し、効率よく生産することができる。このソフトにより企画の段階から実行状況を見通すことが
でき、これからまたいろいろな企業がたくさんのものを開発し、世の中に生産していく上でとて
も役に立つだろうと感じた。

＜株式会社メディアトーク「知らせますケン」パンフレットより＞

後は省略
こ二二二二；二

亡モア「 こ：二▲▲＝三 「￣∵二二・ ‖…二二 ：≡二‡三三二三

一二二＝ヂ

ニニ三三テ

「

∵：▲‖∵二

∵

■■●■○■叫

ヤー

∵

∵

こニニ

ここここここ ：二二二二二二二＝

γ

二二二こ二二二

攣ナナヤ 都心などの開発・発展だけでなく、山村などの田舎に住む人々など、どこの地域に住む人々も

快適で便利な生活がおくれなければいけない。この『知らせますケン』は、遠くで不便な地域に、
便利・快適を届け、加えて情報・安心・コミュニケーションの場なども提供しこれから先どんど
ん広まっていけばたくさんの人の生活を変えていくだろう。

＜株式会社チェックポイントシステムジャパン「IFS：インテリジェントファイルマネジメン
トシステム『IFSスタンダードパック』パンフレットより＞
後は省略
−■

l■■■l

−■

■■■■■

1■■■

■■●■■

−■

■−

I

■■−■

−■

■■■■

−■■

■■■

■l■●■

−

−
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−■■

I■H■t
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この管理システム・IFSスタンダードパックは、徹底したセキュリティー、それに加え、ICタ
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グによる書類・ファイルの自動管理・予約など、使用することでたくさんのメリットが生まれる。
個人情報保護法が施行され、企業が情報の管理に今まで以上に目を向けなければならなくなり、
管理もより徹底しなければならなくなった。コストも手間も増えてしまう中でこのような管理シ
ステムを取り入れれば、今まで以上に管理もしやすく、安全も保障され、コストも少なくなるだ
ろう。小さな利点から大音なセキュリティーまで幅広い範囲で企業の役に立っていくことだろう。

2．で紹介したもの以外にも、安全・簡単・便利を兼ね備えた最先端のVPNや指紋認証シス
テムのついた鍵、再生紙や水溶性（生分解性有）樹脂を使用したェコCDケースなど、たくさん
の新しい技術、システムを見て知ることができた。

これらを見てレポートして、感じた共通点を3つにまとめた。
① 開発された1つの技術が、小さなことから大きなことまで、広範囲でたくさんのユビキクス
を兼ね備えている。

② 便利・快適だけではなく、安全やコスト・時間削減など新たな視点のユビキタスが取り入れ
られている。

③ 企業の中か ら山のなかに住む人々、そして乗境保護までたくさんの分野でユビキタスが考え
られている。

これらと、ICTプロスペクト基礎（2年次）で予想したことを踏まえ、今求めている、これか
ら求められるユビキタス発展の焦点とはどこに置くべきかを見ていくと時に、その先で私が気づ
いたのは、『小さなことに目を向ける』私たちの姿があることだった。
多様の技術が開発され、さまざまなシステムが取り入れられ、昔と比べ、普通に暮らす人々が、
すぐに感じる不自由はなくなってきている。そのような、多くの便利なものができ、日々過しや
すくなっていくこの社会で、身の回りの小さな問題、小さな不自由、小さな物足りなさに気がつ
いた私たちが、それをどう解決していこうとするのか、どこまで追求していくのかがこれからの
ユビキタス発展の鍵になるとわたしは考える。そして、この鍵を持つ人が増えていくことで、見
えなかった必要なものが見えてくる。そんな人々の『小さなことに目を向ける』積み重ねが、こ
れからの社会にまた新しい技術を生み、都心に住んでいる人にも、山に住んでいる人にも、企業
で働く人にも、自然にとっても……

誰にでも、何にとっても便利で快適で安心で不自由のない『本

当の意味でのユビキタス』社会を作ることができる。そうして最終的にユビキタス全体の発展に
繋がっていくだろう。私たちがこの先、ユビキタス発展においてどこに焦点を置くべきか。それ
はつまり、私たちの「感性」にである。

3．で述べたことは、既にいろいろなところで進み始めている。そうして、ユビキタス「いっ
でも、どこでも、だれでも」を多様な視点で見て、それにより生まれる技術や便利さの中に、私
は多くの「共通化」が進んでいると感じた。ICTプロスペクト基礎でレポートした携帯電話とノ
ートパソコンの共通化、テレビとインターネットが一緒になる共通化、お年寄りから小さい子供
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まで使いやすい洗濯機など、ターゲットの共通化、電車でもバスでも使用することが出来るpasmo
など、現在さまざまな共通化が見られるのがわかるだろう。

こうして、現在からこの先、身近な問題解決と私たちの感性に焦点をおいていく中で、「共通化」
は現在最も先を行き、これからも進化していくだろうと考えた。そこで私は、「共通化」を中心に、
5年後作りたい技術をレポートした。

リモコンの共通化

私は、卒業研究でリモコンの赤外線の研究をしている。その中でたくさんのリモコンの赤外線
を解析していて、この大量の種類の赤外線を1つのリモコンで操ることが出来たらなにか便利に
ならないだろうか、エアコンのリモコン、テレビのリモコン、ビデオデッキのリモコンMDプレ
こんなにたくさんのリモコンが1つになれば、簡単に家中のものを操作で

ーヤーのリモコン……

きるのではないか、それにより日常動作にメリットが生まれるのではないか、と思った。
しかし、卒業研究により調べた結果も踏まえ、現状では、リモコンをただ単純に1つにした場
合、何百個ものボタンを必要としてしまうだけになるし、使う赤外線を共通にした場合動かした
くないものも動いてしまうだろう。いろんな赤外線を受信して解析することが出来るソフトがあ

るが、それでは動かすもの自体にそのソフトを入れなければいけないため意味がない。
リモコンを1つにするという発想は単純に考えるととても面白い発想だが……

現実はとても難

しいと考えられる。
しかし……

今、携帯電話にもテレビリモコンがついているのに注目してみた。現在は、携帯会

社と同じテレビなら、だいたいのテレビを携帯のリモコン機能で換作できる。それを応用し、な
おかつ携帯の通信機能を利用して……

使う電気製品のリモコンの赤外線情報をダウンロードして携帯をリモコンに
する！I

ことは出来ないか、と私は考えた。知識がない私が考えることなので、実現可能かはわからない
が、赤外線を一度データ化し、データとしてダウンロードし、そのデータを赤外線信号として再
生することは、不可能ではないと考える。また携帯電話は、情報の交換を赤外線によってするこ
とができるので、きっとたくさんの種類の赤外線を扱うことが出来ると予想している。
また、ダウンロードすることで、自分に必要なリモコンを作ることができ、より便利だ。

これを実現させるためには、リモコンを利用する電気製品の会社に赤外線情報の提供を協力し
てもらわなければならないことが条件にあるが、現実できないものではないと考えている。
今の社会は、携帯電話を中心に開発が進められていると言っても良いほど携帯電話の存在は大
きい。「いつでも、どこでも」という便利さを備えるならば、家のなかで役立つツールが増えても
面白いのでは、私は思った。

私は、こんな技術を作り上げたい。
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