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ユビキタス・コンピューティング
Ubiquitous Computing
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Abstract: Ubiquitous computing is the method of enhancing computer use by making many
computers available throughout the physical environment, but making them eﬀectively invisible to
the user. In this paper, we introduce an aspect of the future world and problems caused by realizing
Ubiquitous computing.

1

はじめに

18

Mainframe (one computer, many people)
16

PC(one person, one computer)

ユビキタス（Ubiquitous）とは，
「偏在する」といった

14
12

ティング」とは，いつでも，どこでも，コンピュータの

10
8

支援が得られるような環境を意味する．

6

「ユビキタス・コンピューティング」が現在，どの程

ユビキタス・コンピューティング

2005

2000

1995

1990

1985

1975

1980

1970

1960

1965

1955

1950

0

1940

2

のか，そして，どのような問題があるかについて述べる．

1945

4

度実現されていて，今後どのようにように展開していく

2

Salers/Yr

意味のラテン語であり，つまり，
「ユビキタス・コンピュー

Ubiquitous Computing (one
person, many computers)

Fig. 1 コンピューティング環境の移り変わり
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