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環として.貫亡念論文の券1Jさが検討されたのは.

今から2咋Il;]のことであった 以来.記念野菜

実年】委員会において典体化が計られ.次牡代を

侶と社会｣をテーマに.夢や撹言を剛11に述べ

てTl'上くo)が良いのではないか.ということに

なった このようなlL)芥で,昨年 Il月に論文

券堀をT3iJ的したところ,多くの方々の関心を門

て,始終的に126件ものは1.蔀を頂き.選考委員

会ではこれらを慎並に検討 した結果.尉史秀ILi

l1/t.優秀JI■i-2件,佳作6件を以下に,I,すよう

に選,走することができた
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祷せられた 126作の論文は,

(l) 利学技術の進Jjiと,人Fulや文化とのrX]係

(2) 先端技術による別在社会の関越の即決

(3) 21111-紀の11rl報化11会とこれを支える技

術のrr/刺

(1) 技術者の将来像

などに分けることができるような内谷のもので

あった

荘俊秀iiに選ばれた柵剛毛の論文は,技術の

進JJlが人軌の福祉や文化に従来にも州して貢献

できるとの考えに立って,ir.渦iと入札 文化の

これからのr災I係を論じたもので.選考課程で多

くのjI,蟻を触めたものであった 優秀'l■iの FI=

氏の論文は.交地中故という深刻な社会聞損を

耽りとげ.この解決に怖軌 通信技術を駆使す

ることをIi体的に提案するノJ強い論文である.

rTf]じく優秀で1に選ばれた榛氏の論文は.人々の鞄

(ロマンが科学技術の赴歩.発展の原動ノJである

ことをL州進に述べていて,特に若い学生にぜひ紹

介したい論文として拓く剖価されたものである

21世紀はどのような時代になるのであろう

か 地球税供での謂問越が解決されると共に.

一人一人が心盟かな梅Elを送ることのできる社

会が実現することを断わずにはおられない 今

回多くの冶文を読んで,若い世代の人々が単に

技術の苑地のみならず,人脚】生活やiJ会へのイ

ンパクトにも深い関心を抱いていることに深い

感銘を受けた また,花7TJ7報通信の発Jj4を通

じて創造的.文化的な社会の実現に貢献できる

という考えを共有できたことは,我々にとって

もこの上もない喜びである 駐韮な論文を%.'せ

て頂いた-)J々 に厚 くお礼を申し上げると共に,

これらの識者が今後なお一層の御活椛御発展を

されることを心より祈念したい
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1 情報 ･通信 ･文化の関係

1両報は始めるだけでは意味がない ijさめたfILi

報を利用しなければ価佃は創造されない ｢ど

う利Jlけ るか｣が知;,t･のしはりどころである

情報の利用について増えるとき,特にコン

ピュータ上の唯+化されたfI'J'報を利用する場

令,fI'f報と遡イー引ま切 り報せないTXI係にある こ

の協介,fAI7報の収触.利川は主として過信によ

り行われるからである 情報が過信により移動

することによって価佃を生み['日.す環境ができ

ち.坤枚では価偶のない怖報も他の情報と融合

することにより.人きな価値を生み出すことが

ある 例えば,ある情報と別のII7報が矛盾すれ

ば,そこに何らかの問視点があることがわかる.

また,チ-タベースシステムは.情報の完が質

に変ることを示す好例である しかし,情報か

ら価値を生み出すのは人間であることを忘れて

はいけない.むやみにfI7報を流しても,その情

報を入関が取り上げて価値を兄い出さなければ

無意味である.本石では現代社会における情報

の流れから生まれる価値 ･文化について考察

し,技#Tの進展により情報通信環境が大きく変

る21世紀の社会にFL'･JIナて我々が今.考え直さ

ねばならないことを碇T7したい
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位初に,私の ｢情報 ･通信 ･文化の関係｣に

対する考え方を示す.

文化を考えるときには,文化の創造肴と卓受

薪を考える必%T･がある 創造薪は自己の経験,

外非からの刺激,草受薪の要望などの情報を統

合し,新たな価佃としての情報を生み出し.栄

†請する や貴著はその情報を受信してその価倍

を評価する そして.今度は逆に享受者が弓削n'

した評11mを創造新は再度受信 して次の価佃を生
み出す力とする このようにして創造者は文化

を創造する耽ノJを痛め.享受者は文化を評価す

る能)Jを高める.創造者と享受者のrttlで情報通

イ吉が繰り返されることにより,両IB･が自己の能

力を自省し向上させる この過程において文化

は発鵬する ここで性悪しなければならないの

は.文化が発展するための必要条件は.怖報が

地侶されたことではなく.人間が自己の能ノJを

自省し向上させたことであり,前Gの条件は後

肴の必要粂作をIun速する条件であるという点で

ある.情報が広域に淀れることにより文化の和

一化 ･rF･J貿化の危険Mを唱える人がいるが.H.'l

JBは十17報の流れにあるのではない_情報を受け

取る側に一人の入隅としての価僻判断能力がな

い場合に関城がLLじるのである.災富時のパ

ニック回避のためのII7報規制や未成年に対する

さまざまな鋭利は,このことを考慮した例とい

えるだろう.人けりとしての仙偶判断能ノ)の構築
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を肋けるのが政令であり.耗験を適して ｢自分

を常に見つめ和すこと｣これこそが ｢これから

の文化｣であると私は思う.｢他を受け入れつつ.

自分の政見 ･主舶 ･考えRを持つこと｣である

なぜなら.何となく感じている漠然とした開法

点は相手に正確にlL･えられない情報である.と

ころが.自分の意火として問題点をIyJ確化する

ことは.FH川乱･.1.の言語化であり.文字どおり.

｢文化｣である.また.文化についてもうーっ

人中な点は.文化は創造されると同時に継尽さ

れるものであるという点である すなわち.何

でもも張すればよいのではなく.相手に受け入

れられなければ文化とはいえない 年別こ,熟練

を宏̀する技術の†云水は.言語化できない感銘の

ILiJkであり.現代1I.会においては推麻が非常に

錐しいものである fl-_会環境の変化によるある

掛蛭の文化の搬入はしかたない しかし,その

技術が兵に文化的に価値あるものであるなら

ば.必ず伝える術があるはずであり.ま た.良

きPli解Hとしての後継II7を/たみ.llr.すこと ができ

るは ずである .

2 現代社会における情報 と文化

本やでは現代十ほ における情報と文化のTX]係

を介紫Jレベルおよび他人レベルで考'#する

まず椴初に企IXiレベルで考えると.今El.舵

菜は人-_k-のfr7報を収集し.Rt横し.加TL.1進

IltL.利川している 情報の流れとしての情報

処稚システムは.コンピュータ技術と適イ言技術

の発展に支えられてきた.コンビ.1-タ技術が

ff7報の遜帆 検索.加工などのfrLIA報処理を.Ij.JJ速

化したこと.jdl信技術が速脈地との問での†I7報

の収築.捉供をリ7ルタイムで可能にしたこと

が.情報処坪システムの発鵬に人きく正献して

いる.これらの技術は.｢時制の墜｣と ｢乍r糊

の確｣を打ち破るものであるからだ 従って.

人idのfI7報あるいは広域に分散する怖報をある

;L場合.例えば. マーケテイング.A三雄管冊.

財務F,-叩.チケット(,約など.このような槻合

にDL山二の情報処JJP_システムは人きなL))を常州す

ち.十Ilj報を律づ:ミ資源の一つに数えている企常も

多く.バブルiiI-I)兼以前のSISのブームなど.frkl

報処理システムへの殺栄が余常のr打切における

韻やノJを伸ばす とで重視されている

一方,個人レベルで考えると,現代はさまざ

まなメディアを適してm報を得ることができる

時代である テレビ･ラジオなどの放送メディ

ア.新rXl･維誌などの出版メディア,最近の雑

誌には,カタログ維誌 ･イベント情報誌の柄が

非常に多い 個人的な情報サーL/スを利用する

人も増えている また.通信メデイ7としては

′,'t/コン通信.キャプテンなども会貝故を伸ば

している しかし,このような情報が氾濫して

いる時代において各他人は情報をうまく利用し

ているといえるだろうか 各種の情報サービス

は,tLlたfI7報をたくさん悠めてラノク付けや解

.点を行い.人品の選択枝から利用新が自分に

介ったものを探し.Ill.す-f ril']を省いてくれる こ

のようなものに述jlIl喪を感じないのは伯Ll:-iLli教

llW)影竹かもしれない 自分のrrlにおけZJIlll他

秋の怖妓作鵜がなおざりにな-)ているような気

がする fTi輔やモノがあふれ.末Irll的には出か

になった.いろいろな仙仲にふれることができ

るようになっ/=. このような環境の中でlJS田生

折において州 川外れにならない程度の個性を骨

が求めている みんなと一緒であることを嫌い,

偶作をモノで起用 しようとする人が増えてい

ら.そこには.ヒ瀬 ･E脹 憩兄の対立はない.

個人レベルの哨kl-の問越であり.他人が IJ-捗す

べきところでもない,単なる選択枝の通いに過

ぎないところで.違いを認め合おうとしている

｢モノよりも心の豊かさの時代｣というEiJ廉が

仕われるようになって久しいが.現代人.特に

今の日本人は .L､の任かさを単なるfI'i報呈.知

識の広さやプレゼントするモノの価値やブラン

ドで考えることが多くな-)てきている1日とも報

;I;･されている

巌速.企若ではメセナ ･フィランソロピーな

どをキーrJ-ドとしで文化史授所動.子t会茄献

iTt勅にノ)を入れるのかブームであるようだ.坤

に食を,LIJ.すだけでせこ'#効果をねらっL･支授拍動

t子ff報通信学会誌11/h92
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ではなく,人 ･モノ .情報という他の縫IZ'架線

も投入しつつある,これらによって企業は何を

得ようとしているのか もし.前へならえ程度

の気持ちでの投資であるとすれば,やめるへき

だ 日本型経営の危機が叫ばれるrl)昨今.日本

企業は21世紀にr叫ナての新たな理念 ･方向他

を模索 しつつある 高度成艮時代とは違う何か

である 高度成長時代においては企業の発展が

TFll桜,El本社会の発展に結びついていた.舵業

戦士は社会のための英雄になり得たわけであ

る しかし.産業が成熟し,多種多様な価値観

が求められる現代社会においでは.一つの企業

の発展が直接社会の発展に結びつくものではな

くなってきている 逆に一つの企菜の発展が社

会に惣影評を及ぼすことも見受けられるように

なってきた.新聞紙両を賑わすさまざまなス

キャンダルが如実にそれを物語っている.こう

なると企業戦士は今や社会にとって敵,悪名と

いうイメージが払拭されない 社員のモラルの

低下が生 じている 批点の目指す方向,企薬の

目指す方向,利金の進む方向がバラバラの状態

である このような状況において,企兼と引会

とのかかわり合いを見直すことが重要である

入朝という軽骨資源を投入して企業が社会蓑献

活動を行う場合のEI的の一つが,所動を通して

の杜月のモラルの向上,企業全体としての活性

化,体質強化にあるといえるだろう.｢第5の

経営資源としての企業文化 ｣(3)が企業に対 し村

内外から問われ始めている

一九 個人における文化について考えると日

本人は良くいうと好奇心旺盛.悪くいえば下手

の横好きでいろいろなモノに手を出したがるよ

うに思う 変な平等主苑的なところもあり.み

んなと同じでないと気が済まない人もいる こ

のような気質を利用 して,ブームがつくられる.

情報を簡単に広域展開できる現代社会におい

て,価値観のしっかりしていない大衆を相手に

ブームを作り出すことはそれほど姓しいことで

はない 仕掛けられたブームによって個人の文

化レベルは向上するだろうか.個人の文化レベ

ルはその人の経験の積み重ねで測ることができ

Vol75,Noll

るとすれば.十l掛けられたものであるとしでも

新しい緯験はその人の文化レベルを向上すると

いえる しか し,21LO:紀にrhHナての ｢これか

らの文化｣はこんなものではない 文化の発脱

には,創造する人と錐'jl'する人が必要であり,

新 しい価値を創造する能)),新 しい価値を鑑i■i

L卓受する能九 この二つの能力が欠かせない.

確かにブームのイト掛人が新しい価値を発見 し秘

介することによって,大衆がその価値を鑑'Eす

ることができる しかし,この所動は巨大な情

報網を利用した消賛所動の側面が人きすぎるよ

うに思う.次から孝二-と配給されてくる鑑'iiの

仕方までついた宝物を前にして,単なる確認作

業を行っているようにしか思えない ｢これか

らの文化｣は.もっとAqJ道的.感動的なもの,

心に訴えるものであるべきだ.そのためには.

人と人との閥のコミュニケーションの場を再度

見直す必要がある 一人称の情報発信,相手を

明確にした怖報発信,そして相手と対許して情

報を交換することにより,常に自分を見つめ直

すことこそが,個人における文化レベルの向上

として本質的なことである

3, 情幸Blヒ社会 と電子情報通信技術

現代の情報化社会は.席に情報やモノにあふ

れた社会であり.情報やモノを得るまでの過程

を可能な限り省略することにより.情報やモノ

と個人との距経を短縮したui･非である 従来で

あれば.海外の品物などで.実際に行って吉兼

や~文化的背紫の違ういろいろな人とのH'J会いを

経験 して.やっと手にはいるような品物でも人

の介在なしにカタログ上で見つけることができ

る.｢時間の壁｣｢空間の壁｣を取り除いたこと

が.本来味わうへき人との接触により生まれる

葛藤や感動を一緒に隠してしまったように思わ

れる

このように考えてきたとき.企典も個人も

もっと自分･自身を深く見つめ直すことが必賃に

なっているといえる 特に 自分が仕事を通 し

て関与している介菜が社会に対してどのような

影響を与えているか,社会に対 してどのように
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示献 しているかを考えるべきときである.自分

が生柿や什三拝を通して関′ラしている社会の大き

さについて再認弛する必姿がある なぜなら,

屯子情報通信技術が,｢時間の壁｣と｢空間の壁｣

を取 り除き.世界は非常に狭 くなっている一方

で,社会を構成する人の数はどんどん増え続け

ているからである

IL屯+情報辿侶技術は,人間が情報交換を行う

上で搾害となる時InJや空F糊という物即的な距離

を短gtlすることに成功した しかし,情報化社

会を兵に文化的,粕柵的に盤かな札会とするた

めには,社会の主体である各個人が文化を創造

し.精神をIL'･J卜して行かなければならない そ

のためには,iLきたIl-1%を生産するための入関

の感性を高める数[=戸および受け取った情報を理

解する能力を高める教背が必要である これは

情報の発信新と草P,A.-Yの能力の向 Lである ヰ

いなことに屯+付i搬過信技術はこれを加速する

ための手段としても利川することができる な

ぜなら.人間は佃に閉じ従っていてもなかなか

成良しないが.他人の考え方に触れ,自己を振

り返ることにより大きく成艮することができる

からである 今後.屯+情報通信技術は,さま

ざまな人間の考え方に触れる機会を支援するメ

デイ7として大きな役割を担うと)別待できる

これは人と人とのrtりの増え方の追い,いわゆる

精神的な距離を蝕めていく利用方法であり,｢心

の壁｣の打破といえるかもしれない このとき

初めて.真の情報化社会.夢のある社会が制水

するといえるだろう そこでは,数多くの ｢人

Fruネ ソトワーク｣が構築され,多様な価値観を

認め合いながら,問姓を創造的,妊設的に鮒決

するマナ-が確立されるだろう

情報化社会の発:娘のためには,社会的なinと

技術的な術のEmJrf11からの7ブローチが必炎であ

る.しかし.現状は技術先行の発展形態をとっ

ており,liHSr)Nなど新 しい過信遮東洋となる技

術の美川化が見えてさても,利川l伽での立ち上

がりが遅れている 技術が進J,少し,その技机を

利用したさまざまな†l'綿i処珂Iのアプリケーショ

ンサ-ビスが生まれる しかし,このような油

侶韮名籍からの過信環境の整備だけでは.片手満

ちの発展となり,情報やモノがIIJ心となる見せ

かけの出かさの状態が続いてしまう 社会的な

人間を主体としたシステムづ くりが必要であ

る そのためにはまず.人rTSl一人ひとりが自分

とヰE会とのつながりを見両し.自/hの問題慈言放

をもって行動するような社会我鯨を捕集するこ

とが大串である.自分の問題点を解決する手段

として通信技術を利用するというニーズがはっ

きり見えたとき,すなわち,そのような千体的

な辿侶利用帯が増えたとき,2]uL･紀に向けで

の通信環境の軽価は新たな方向性を持つことに

なる 通信に関する法規則の見直し,通信を利

用 しtL:文化的所動の方法についてのルールなど

通信株雄のI扱高位の部分の検討が行われるであ

ろう

4. 人間ネッ トワークの構築

年きた情報は人間から生まれる 人糊tlが感

じられないシステムは,｢これからの文イヒ｣に

は馴染まない 介灘も個人も情報から文化的仙

他を生み.ltl.しつつ,ヰI会とjlJこ自己を宛鵬させ

る什糾.みを必紫としている

現代社会が抱える社会問題は.国Î)における

高齢化間軌 一極張中の問詰臥 海外を令めると

環境関越,貿易摩擦など,さまざまあるが,礼

会間抱はすべて,その社会に属する人FZjJが作 り

.llJFした人為的な問迎であるといえる 人間が始

まるところに社会ができる 学現 企業,クラ

ブ,日本,陛札 実際,社会I.I,'】掛 まそれ

ぞれのネl会の大きさに応 じて存在するものであ

る.しかし,小さな引会においては人HlHよ聞過

が生じても脈決する能プJをもっている ′トさな

tl_会においでは生じたF7q遇を自分の間越として

認識し,主体的に解決しようと取り組むからで

ある 解決の^法は討lL令いによりルールを決

めたり,新 しい枝術を,斥入してEHl退.ll丈を解消し

たり,場合に応じていろいろ増えられる 一方,

撮初にあげた人きな朴全開掛 ま,問題であるこ

とはわかっていてもなかなか解決の糸目が見え

ない これは.自分の拭する社会 (自分が彫Tl'

t子付報通信学会誌Ill'92
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を与える人々の集まり)に対する認識が希薄で

あるためである.近視HJl的になりすぎているか

らである.現代引.会では.影帝が波及する未dll.

を見極めずに行動する人々が多いため.思わぬ

所にひIfみがLLじているようだ_単に末端には

十分で正確な情報が揃かないがために誤解を生

じ,朴余間超となる場合もある 白菜自得であ

るが.㌶幹があまりに大 きく.21世紀の社会

を考えると他人ごとではない現実の関脇であ

る.経済の//ロー′(Jレ化が進み,影稗の及ぶ範

EJfl.速度はスケールが今と71Jとでは大きく違う

また.影廿は単に空flu的に伝搬するだけでなく.

時州を越えて伝搬することもある 気付いたと

きには手遅れになるような件質の間超もある.

)0年後の大関超は今から解決鞍を講 じなけれ

ば手遅れかもしれない

情報処理,電気通信の技術は ｢時間の壁｣｢空

間の噂｣を打ち破ってきた.遠くとの粒#_が短

縮 された代 りに,途中にあるものに無関心に

なってしまったのかもしれない.社会は岬朋的.

W.朔的に′トさくなったが,関与する人々の数と

しては急激に膨脹している Fl/JTの現冶三地とLl

的地しか省みない軸部件な17動が引会問鵜を起

こしている このようなllり也を解決するために

は.個人一人ひとりが自分白身のまわりを振 り

返ることが必要である.そして各自が夢のある

未来を思い描 くこと,令.自分が何をしなけれ

ばならないかを兵剣に自分の問題意識として

しっかり持ち,7ンテナを痛くすることが必要

ど.各自が真剣になれば.同じ問題意殊を持つ

人のfl7報を発達した情報網を利JTJして必ず集め

ることができるはずである このようにして生

まれるたくさんの ｢人FuJネ ソトワーク｣を利用

してFLiLJ姐に対処 していけば,人間が作った社会

閃)Rは必ず解1rJ'されるものであると侶 じてい

る

自分の閉適宜純を深めるためには.まず.自

分の関与する世非をよくLLつめ直すことが必rAl

だ ここに ｢情報をどう利用するか｣の答があ

る ｢自己を見つめ和すこと｣が文化をTTむ

Vo175.Noll

そして,｢これからの文化｣は,自分のまわり

の社会問選を解決していくものでないといけな

い 解決の手段として屯子情報辿侶の技術は大

きなノJとなるだろう 例えば,高齢化ll-会の間

越においては.筋節前側の立場からの発言を

もっと収粧 し利用すべ きである.年金よりも

ネットワークを'5-えてはどうか 経験にj占づ(

Jiiを集めれば.そこから新 しいrfl機が鎌まれて

くるだろう また.社会環境の変化による文化

の淘汰はある.I:芽.味ではしかたないとJ&初に述べ

たが,一棟鶴111による過疎化により地方文化の

耕承に困っているのであれば.技術的に文化を

保存したり.発展させたりすることはできない

か考えてみるのもよいとEL.a.う 全 く違う場所で

伯皮,実を結ぶ種をつくることができるかもし

れない.また.困っている捕報を兵剤に発信す

るだけでも手をさしのべてくれる人が別れるか

もしれない

る.広い意味での過信は.自分が生みlLIJ.した情

報を発し,相手から評価を受け,印皮自JJ7Lの感

性を高める胡料とする行為である 信念を油わ

せることだ.来るべき21tLr紀の社会においで

は,生きたfI一捕iのiLtを増やし.自己埋艶 州TT

理脈を深めることが大切だ この朴会において

電子情報通信技術は人と人とを結ぶ技術として

ますます重要な役割を担 うことであろう.21

世紀は人粥ネットワークを電子情報通信が支え

ることにより菜哨らしい人間文化の世非が開け

ると私は信 じている
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記念論文
優 秀 賞

｢情報か死か｣
- 高度安全交通の実現に向けて

情報化社会の選択-

平山 稔夫

この 3月17Elワ臥 札幌市近郊の道央自動

･IIL迫で北海道の交通平政史上殺大の大惨串が発

生 したM.冬地気史と路面凍結状況のさなか.

7歳空港方面へ向かっていた160台もの車がブ

レーキが利かないまま連続玉突き衝突に巻き込

まれたのである ilt故車の台数が膨人な判りに

は,死薪 2人.!Tf怖似者 73人で済んだのは布

跡的に近い しかし,鮮新もEI常よく利用する

追鞘であり.冬の.lL.】速道路の怖さを改めて見せ

つけるには充分の軟便であった.

LEは.fB:者が本稿を珊こうと思いすったのは,

ニュースでこのlTJi故が報道され 原因を知らさ

れたとき,それが.余 りにも前近代的であると

自憤 したからである 華名の心境を理解 して煩

くには,まず,これまでに知られている事故の

発生軽舟について少し説IyJを要するかもしれな

しヽ_

事故のきっかけとなったのは,ある大型バス

を追い越そうとしたライトバンが接触寸i故を起

したことにあるらしい.パスは路肩にすぐさま

停車 し,ライ トバンは更にしばらく前方に進行

して止まった.ここまでは通常の事故で処理で

きたはずであるが,この接触串故を目前に見た

後援の廉用瀬が急ブレーキを措んだため人きく

スピンした そのとき.更に後続の大型 トラッ

FIJI捻入 札11 此itJ2TJi人手ft⊥Zlt三

七 Hlt～^爪革食止 VoJ75NuHLJPH12-11451992辛目JJ

I/が.35いて緊急体中した.このとき.大型 ト

ラックもスピンし退路を塞ぐように横向きに1卜

まった このことがこの大きなが枚の,JI金と

なったと増えられている 後萩中の後ろには更

に後枕非がおり,その後続巾 二はillTJ))の市十指は

全くわからない.そのため,この緊急ILi･l.I-ll.

後続車にとっては全 くの不-.圧のできごとであ

り,しかも,滅多に部故のない同誌速退路でm

竹どおり遊転をしていたごく普通の迷拡JIiに

とっては,この時点での急ブレーキはほとんど

姥を意味していた_想像されるとおり.後続非

は緊f:l･.停車 した大型 トラックに汲突 した 冬の

路両は.rF'i両の礁耕により,タイヤの機知によ

り,制動能ノJは大幅に差がある もし.自非に

制動能力が充分あっても,後緩車に制動能力が

なければ,後援韓とFl;E方の車とのr苅‖こ,いわゆ

るサンドイッチ状に挟まれるという悲劇を味わ

うこととなる 事故の場所が,横の上であった

ことも不運を史に押 し広げた この部分は輪帽

に余裕がなく,連げ場がない また.このこと

は救肋にも困錐を橿めた.

北海道在住者にとっては,冬の運転がいかに

危険なものか,今史いうまでもない.哨天であっ

ても.中が巻き上げる雪が後続中の ドライバー

の祝非をふさぎ.吹雪の中にいるのと同じ状接

を作 り出す_史に,圧雪を削り取るように除雪

された路面は,その直後では.まるでスケート

t子什キ通信学会誌11112
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リンクのようにピカビカの鋲両となっており,

一度ス1)yプし始めるともう止まらない_冬の

気史は時間,および場所により急変しやすく,
山r''TI部を巡る高速道路では特に棲端なこともよ

く経験するところである

偶然とは恐ろしいもので,事故発生時,この

ような悪条件が偶然にも幾重にも幾重にも重

なってしまったというのである.そうなれば.

いかに冬道の運乾に絶対の自侶をもっているベ

テラン運転手にも事故を避けることはとうてい

的難であったと想像するに難 くない.

事実,賢察の報告では,｢除雪完了,晴天で,

視界良好｣となっていたが,事故に遭遇 した運

転者は,口をそろえて,｢滑 りやすい状態で,

しかも,前方車の巻き上げる雪鯉で視非が塞が

れた｣と証毒 しており,事故現場を実際に見た

専門家は,短い時間と短い区間内で気候が目ま

ぐるしく変っていたのに加えて,道路周辺の状

況が切 り土区間から橋に変 り,風向や風速が急

激に変化 したのではないかと指摘 しているL2)

道央自動車道の札幌以南では北海道の他の地

域に比べても比較的気象が穏和な地域を通るた

め,防雪柵や防風林が設けられていない しか

し.事故の先5JR箇所にあたる長都川楠付近は｢突

然強い横風が吹き付ける危険箇所｣として ドラ

イバー達にはよく知られている場所だと指摘す

る者もおり,今回事故にあった人たちも ｢気象

観測の降雪歪以上に激しく雪が降っているよう

に感じた｣と話 している この事故は起るへく

して起ったのか?

筆者は.このとき,問題は情報だ Tと直感 し

た.車を安全に運転するには.気象の情報.路

面の情報,自分の前方.および後続の車の運行

状況に関する情報等,多くの情報を必要とする

しかし,上述のように,この事故に巻き込まれ

た不運な運転者連の証言によれば,彼らはこれ

らのどの情報も手に入れられる状況になかった

のである 情報がなければ,正確な判断が不可

能であることは情報化社会といわれる時代に生

きる我々の常経であるはずだ 情報の欠損がこ

の大事故を招いたのであるときえいえる.更に.

Vo175.Noll

いえば,充分な情報が与えられていれば,この

事牧は附 ヂたのではないかとさえ思われるので

ある

そう思って,交通PL'q規を情報というキーワー

ドでrnlい直してみると,そら恐ろしいことに気

がイ･Jいてしまった 車を逆転 している状況が,

いかに祉会や他の存在から隔絶された状態であ

るか 輩のFJl郡および車の走行する空間が社会

全体の情報化という流れから全 く取 り残されて

いて,まさに.情報の空白地苛であるともいう

べき実態があった 筆者は.大惨事を目の当た

りにしてこれを知るきっかけとなったが,まだ,

このことに多くの人々は気づいていない これ

は本当に恐ろしいことなのである 本当は安全

を判断する正確な情報が全くないのに,あると

甜生 して高速度で爽っ走る これはまさに,死

に向かってまっしぐらに突き進んでいるような

ものである.その証左が上述の大惨事なのであ

る しかるに,情報に関連 した技術を専門にす

る研究者達は,情報が直接,死という問親に直

面することはないだろうとたかをくくっている

ふしがある 下手に情報があれば.それが余計

な作用をして殺人耳目牛等を発生させる可能性が

あるが,その逆の,情報の欠損が人間の牝を招

くことなどないと考えているのである しかし,

こと交通間組に関してはとんでもない誤解であ

る 車の運転にはどうしても情報が必要であり,

さもなくば,死あるのみ ｢情報化か死か｣,お

おげさにいえば,こんな選択に迫られているの

である

最近の自家用車の宣伝広告を観ていると,性

能は著しく進化 している様子が伺える 安全性

においては.乗車者への被害が最′ト限度に抑え

られるようさまざまな配慮がなされていること

も否定することはできない.しかし,情報の問

題はどうであろうか 運転者が運転に必要な正

確な情報を充分に手に入れるための設備や性能

はどれほど発達したか_このような観点でみる

と,投入されている技術,および設備や装置は

皆無といっていいほど貧弱である このような

状態では,いくら車の走行性能を向上させても,



1144

事故の被害を食い止める技術を発達させでも,

交通事故そのものを未然に防ぐことは到底でき

ないのである 中のJC行件碓向上は.交通串放

をより悲惨なものとする可拙作があり.近年の

統計をみても,発生件数および負傷者の相加傾

向を死者数の増加傾向が既に上回っており,今

後も増加の傾向にある.平成7年における捻林

政件数は77ノブ件,畿死者数は13,500人程度に

なるものとIf想されているt"

では,fI'i報が充分に与えられれば.これらの

-解散を完全に防げるかといわれれば.答は丙で

ある fI7報を処理し,判断し,行動するのが人

相11である以上.ヒューマンファクタとよばれる.

不./主意,lL険認知の遅れ.判断の誤り.操作 ミ

ス.更に逆転名自身のコンディション,締験蒜

などの要素.更にそれらが複雑に複合した影辞

を避けることができない しかも.このような

人的黄葉は速めて不安定で.しかも.個人差が

大きい 従って.このような不安定要兼に依#

している限り.いくら情報が豊'.三才にあっても交

通事故を絶滅することはできないといわざるを

門ない そういうと,｢frl縦化か死か｣などと

脅すのはとんでもない流言刀も語だというPv声が

聞こえてきそうである しかし,そうではない

のである.

情報化というのは,もっと耽々を安全な社会

へと中く産である しかし.姓純に情報機器と

情報媒体が情報を謹んでいればいいというもの

ではなく.怖報通信技術,情報処理技術,十I'i報

予知技術,知的制御技術など.高度な情報技術

が総合的に実用化され 礼金がそのような技術

環境により支えられている状況を意味している

のである この意味では現実の社会はまだま!='

成熟した情報化社会とはいいきれない状態なの

だと気が付 く.

では,聞週を交通安全という面に絞って,情

報化によってどのような世非が広がってゆく

か,未来の高度に安全な交通社会について錐者

の 夢を述べることにしよう

まず,車の安全逆相 こ必-Aiな質素を分析 して

みると,①情報の認知,(参状況判帆 ③紘頻回

遜操作.(む危機回避装置作動等があげられる

このうち(D-(参が運転者に依存する部分であ

り,①が機械の性能に依存する部分である あ

る交通弔枚の実態調査によると,(D-(罫の過程

での,認知の遅れ 判断の誤 り,拙作の誤りと

いう箪凶が発生串枚の約 95%を占めていると

いう叫 っまり.ヒューマンファクタが交通事

故の支配的要田であることを意味している な

らば,このような運転過程をイこ安定な要素に依

存しないで,他のより確実性のある手段で衝き

換えることができれば,単純に考えでも,この

ようなpG因での解散をなくすることができるは

ずである.

そこで,これらの過程を情報は術により処理

できないかと考えたわけである (Dは情報収集

能ノ)であり,これは.fI7報過信技机や.センシ

ング技術で達成できる.(参は人 L知能を利用す

ることにより.状況に応じたベストの判断がで

きる.更に,(卦および項)はコンピュータ制御に

より,政も安全確'-kな操作と動作が保岩dできる

そうなれば.従来逆転名の仕事とIil､われていた

機能部分が実はすべてITF報技術で遥成できそう

である このシステムが完全に作動すれば,

ヒューマン77ク夕に起凶する恥故は原理的に

絶対発生 しない自動車を作ることができる

このような能力を有する自動車を.いま,知

的自動車とよぷことにする 知的自動車は.辛

というよりは動 くコンピュータといった方が正

確かもしれない riEに.この動くコンLJユータ

は,コンピュータLANを形成 しており,相互

に情報辿侶が可能となっていると想定する 棚

_THこ複雑に動 くとなれば.このLANは固定的

なものではなく,車の動きに連動 して時々刻々

とその形を替えてゆくトランジッション形の

LANであるはずである.現状ではこのような

LANを構成するアルゴリズム,id侶技術はま

だ未完成である

このLALNによりどうやって交通安全を確保

するか次に考えよう それは,まず,自分を含

めたすべての車.それが難しければ,少なくと

も自分を取り巻く一･走の環境の巾に位置するす

t子什報通信学会抜目Iつ2
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ペての車の運行状況をLANを通 じて手に入れ

ることである これは.個々の車が自分の走行

状況を情報としてLANにのせ ることにより自

動的に達成できる.この情報があれば,自らの

将来軌跡に重なる他の車が存在する可能性があ

るかを推定することができる.もし,そのよう

な可能性があれば,これは衝突を意味するわけ

であるから.LAN粁由で相互に連絡を取 り合

い,これを回避するような制御を実行すれば,

衝炎は確実に防止できる また,通信の範囲を

車両間に限定せず.道路横紙の類とも交侶可能

であるとすれば,路面状況や.その地域での気

象状況の情報なども取得できるはずであり.こ

のような情報は,人工知能に範み込めば.安全

でスムースな制御を達成する上で有効に役立

つ.このような①情報通倍,◎予軌 ③知的制

御のいずれも情報技術に含まれる横能であり.

この分野の発達により必ずや実現可能な技術で

あることを強調 したい

このようなシステムを輿中的に制御したいと

する考えもあり得る センタとなるコンピュー

タがその支配下の中岡から移動方向,移動速J壁

などの侶号を受耽 り,その情報から,軌跡予測

を行い,それぞれの位置関係および軌跡予測か

ら危険を予知 したなら,関係する車両へ制御信

号を発射 して.その動きを制御 しようとするも

のである_このような方式の原理的なものは.

既に,航空管制や,船舶管制などで行われてい

ち. しかし,都市部では車両の歓は膨大である

ため,膨大なチャネル数の通信回線が要求され

ると共に.その頭脳たるコンピュータにも.逮

方もない能力を要求することとなり,現実的で

はないと考えている また,システムの故障が

新たな交通パニ ックを招 きかねない危険 もあ

り,このような方式は探るべきではない

それに対 し.近楼する車両問の通侶を主体 と

し,個々に必要な情報処理は個々に搭載された

コンビ.1-タで実行するような分散処理システ

ムの考え方がある.この場合は,一定の要注意

Vo175,Noll
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区域に入る近棲車間のみでの情報交換網を維持

すればよいので,idl倍装置は′ト型で安価な近距

#用のものでよく,コンピュータも.高信頼の

ものであれば,将来はより′ト型で低コス トのも

ので済むと考えている 従って,この分散処理

システムの方が.社会が負担するコス トの両で

ち,危機管理の両でも優位であると考える.

このようなシステムを現実化するための技術

は.まだまだ未完成である しかし.満々と研

究が進んでいる糊.例えば,両棲此過借方式等

による最近接移動体開通信技術であり,ニュー

ロコンピュータによるドライバシステムの研究

であるL'1.

更に,今後は,(D高速大容量の近倭車両問お

よび道路環境との通信技術.(参膨大な情報を処

理 して危険を判断する人工知能技術,③呼両機

構 を安全に しかもスムースに制御するエキス

パー ト制御技術.店)自己の動作状況や環境状況

を把握するセンサ技術など,多 くの技術的発達

を待たなければならない しかし.いずれも.

撮近の情報工学の分野で大いに発展中の技術で

あり.将来はこれらの成巣を生かすことにより.

高度に安全な交通社会が現実となる日もそう速

くないと確信 している そのためにも.自動凍

技術の潮淀 を.令,変える必要がある ｢情報

化か死か｣.この選択の答はおのずと明らかだ

交通事故犠牲者の冥福を祈 らずにはいられな

しl
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1. は じ め に

｢21Lu紀の'Tb:+付消長過信とtl会｣というテー

マで若い世代からの夢や拙吉を.ということで

あるが,ややもするとありがちなSF小説のよ

うになってしまいそうで.気恥しいllT7もあり,

案外と稚しい.本私:,では,今の自分がなぜL'jF究

lHJ発職を志したのかということを想い起 しなが

ら,何のために技術IIV;新をI]指すのかを考えて

みることにした

2. 子供のころにみた科学技術

私が小さかったころ,学門雑誌に ｢ドラえも

ん｣")という漫画が連戦されていた ｢ドラえも

ん｣は現在もテレビ放映されており,敢えて説

明の必紫もないほどjl名であるが,要するに.

未来からやってきたロボ ′ト｢ドラえもん｣が,

不.Lir.議なボケ ノトの中からいろいろな未来の迫

典を出して,71)tの噺いをかなえてくれるとい

うお話である その中では.タイムマシンや.

自由に牢を飛ぶ道il:(タケコブター).好きな

場所に瞬佃移動できる延子毘 (どこでもドア),

外国語会話が可能になる食べ物 (ほんやくコン

ニャク)3,数多くの託,J想大外な追出が登場す

る 子供の夢をかきたでるこれらの道具の数々

捷 J!t- irH NTTlSI仲兄所
'4U-M髄遵t.亨学会止 Vnl75NoILlW1146-11491992年1日】

那,今の若い世代の研究名 .技術薪に大きな影

称を与えていることは問過いない 私もご多分

に漏れず,｢ドラえもん｣をわくわくしながら

読んでいた憶えがある

さて,｢ドラえもん｣の影W,かどうかはわか

らないが.その後私は,いわゆる ｢ラジオ少咋｣

になり,ハンダごてを粘って怪 しけな工作物を

作っては学校に持っていくようになった.例え

ば,

･うそ発火器と称するil,花店首相=器 友達に

花極を持たせ適当に質問して,回答には1供

関係に,とにかくシビレさせる

･教室に先生がやってくると鳴る蓄搬機 生

徒にはJJI評であった

･帝入れ型のイヤホンラジオ 授柴中もr即ナ

る

今思えば.ろくな物を作っていなかったが.

楽しかった 何が楽しかったのかをよく考えて

みると.作品を学校に持っていって.先Ll=の日放

を盗んで,そっとカバンの中から耽り山して見

せた瞬F糊の.友達の ｢わくわく｣している姿を

見ることが,一番楽しかったような気がする

いわば,｢ドラえもん｣のポケットの楽しさだっ

たのだと思う

帯労したのは部品の調達であった なにぶん

11ト斜こ作んでいたため''pLL子部品の爪はなく,近

所の花器斥さんに拾てられているテレビが.ち

t子什報通信学会誌=l'92
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要な部品イl絹合源であった.それでも手に入れに

くい部nuuもあるため.一度作った作品を分節し

て, lifJじ部nrLで別のものを組み立てるというこ

とを繰り返 した その度にハンダごてを使って

組み立て直すため,たいへんな手間ひまがか

かっていた

ハンダづけ工作に疲れを感じ始めた高校生の

ころ.当時出回り出した ｢マイコン｣に触れた

私は.人きな衝撃を受けた プログラムを打ち

込むだけで,ハンダづけしなくても,思いどお

りの動作を実現できる プロ'/ラムを軒き直せ

ば.偶岬に別の動作をする n本のパIl1舎で,

フォンノイマンのアイデアにカルチャーショγ

クを受けた少年が.｢わくわく｣ しながらキー

ボードをたたいていたのであった

マイコンの魅力に取 り付かれた私は,マイコ

ン'/-ムのプログラム作 りに熱中した 当時,

まだ複雑なゲームソフトはあまりない時代だっ

た B̂ SICで数十行程度のy-ムプログラム

を剛乍して,学校の物理室にあるパソコンにれ

ち込んで友達と遊んでいた 結局,計許機は｢間

超を解く道具｣としてではなく.｢(遊ぶ)道具

を実現する手段｣として使っていたということ

に気づく それも,人が ｢わくわく｣ しながら

それを使っていることが,一番の楽しみであっ

た これも ｢ドラえもん｣のポケットだったの

かも知れない

現在の私の仕事は.LSl設計の計非機支援/

設計自動化の研究である これは例えば,手設

計で lElかかりでやっていたものが,計算機を

使って数分で設計できるようになれば,という

ことである.フォンノイマンのおかげでハンダ

づけから解放されたラジオ少年の感動を.LSI

設別名の人々に味わってもらうことが,研究の

一つの目的となっている

3. ｢わくわく｣することさせること

こうして考えてみると,自分が ｢わくわく｣

すること.そして人を ｢わくわく｣させるとい

うことが,何か新 しいモノを作るための大きな

原動力となっているのではないか.という気が

Vo175,Noll

する.この ｢わくわく｣するという気持 ちは,

いったいどこからきているのだろうか

私が放近 ｢わくわく｣ したことといえば,先

日,#に備え付けのオンポロ洗濯椎が更新され

て,毅新犯の全自動洗離機が入ったときのこと

である (流行の ｢ニューロファジィ｣という代

物である) 初めて洗濯物と洗剤を入れてボタ

ンを押して.さあどのように動 くのだろうと中

をのぞき込んで観察してみたが,なんとまあ,

きめ細かいコントロールが行われており,よく

ぞここまで什上げたものだと感心した これは

もう,｢ドラえもん｣がボケ yトの中から.洗

濯ロボ yトをLLJ.してくれたような気分である_

そして.これを開発 した技術新のことを思った

口本rr.のあちこちで.私のような洗濯機をのぞ

きこんで ｢わくわく｣ している人がいる これ

こそ技術者冥利というものではなかろうか

洗滞積に限らず,社会に広まっている｣_菜穀

品というものは,どれも人々を ｢わくわく｣さ

せるモノであるといえる_初めて車をコってハ

ンドルを握ったときの ｢わくわく｣する気持ち,

初めて家に電話がついてダイヤルをまわすとき

の｢わくわく｣する気持ち,初めてテレビを買っ

てきてスイッチを入れたときの気持ち.初めて

ワープロを使って自分の文章が活字になったと

きの気持ち,等々,どれをとっても｢わくわく｣

するものがあり,その気持ちが,高い代価を支

払ってでも手に入れたいという欲求につながっ

ているのではないかと思う いろいろな商品に

ついて,それを手に入れたときの ｢わくわく庇｣

がどの程度あるかを.一皮.アンケー ト調査し

てみたいものである 世代によって ｢わくわく

度 No.1｣はおそらく変るであろう (車やファ

ミコン.あるいはアダル トビデオか) ｢わくわ

く度｣と価格を比較してみるのも興味深い (ど

こかの広告代理店で既に調査 していたら教えて

下さい).

新しい機械や道具を手に入れたときに ｢わく

わく｣するのはなせかと考えてみると,それに

よって自分の能力が拡大され.今 までできな

かったことが可能になることのうれしさである
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といえる 人類と他の動物との追いは,自ら道

具を作ることであるといわれる 石器時代の廿

から現在に守るまで,人類は新 しい道具を生み

出す度に,｢わくわく｣する気持ちを味わって

きたのではないだろうか つまり.この ｢わく

わく｣する感情は,人FMのかなり根源的な本能

に由来するものなのかも知れない_

よく,科学 (Sc'cnce)と⊥学 (TeehJ10logy)

の述いが談論されることがある. 椴に,科学

とは典型を探求することであり,T学は科学の

威光を役立てることであるといわれる ｢わく

わく｣という臥点からこれをとらえると,科学

-｢わくわくすること｣,工学-｢わくわくさせ

ること｣といえるであろう つまり,科学の原

動プ)は研究者が ｢わくわく｣することであるの

に対 して,工学のJl;(勅)Jは人々を ｢わくわく｣

させることにあるといえるのではないだろう

か

4. 近未来の電子情報通信

キーワ-ド ｢わくわく｣を念311'iにIlEいて,近

い羽束の屯+情報辿信の目指すところを考えて

みたい,

我々が子供のころに,漫TrhlやSF小説等に登
城 した未来の通侶共作iといえば.まず,テレビ

問詰であろう 末水の家姫には必ずテレビ屯許

があって,Lu合のおじいちゃんと話ができるこ

とになっていた 花信 (文字),屯訊 く音声)

と来て,テレビ電話 (映像)が普及すれば.と

りあえず電気通信の一つのゴールといえるので

はないだろうか (その次には瞬間物質転送nJ<霞

というものがあるが,ちょっと凶嫌であろう)

テレビ花話は,技術的には現在既に東川化レ

ベルにある 各家庭まで人不買の光ケ-プルの

花新線をひいてしまえば,あとはビデオカメラ

とテレビをつなぐだけの話である しかし,日

本全国の一般家庭の花試練を光ケーブル化する

のは答易なことではない.相当のコストがかか

るだろう そのコス トを負拙 してでもテレビ電

話を使いたいと吸うような ｢わくわく｣する気

持ちを人々に与えられるかどうか,ということ

が間組となる

もしも,也像JLB侶システムが 般家庭にまで

常及すれば.今のダイヤルQZも有料画像frtJ{報

サ-ビスになることだろう すると問詰で映画

を見るのが当りrnVJという時代がくるかも知れな

い.現在の有線テレビ放送との追いはぜ用紙か

公衆網かということだけになる また.画EIAだ

けでなくあらゆる†l●J'鞘がてE訴線から収 りlllJ.せる

ようになれば,新榊)当主さんに電話をかけると側

刊が読めるとか,本屋さんにIFLL話すれば家で瀬

そべったまま滋ち読みができるということにな

る これは十分 ｢わくわく｣することではない

だろうか そして,普,初めて電話をひいたと

きのように,村の圧屋さんのような有力者から

服に普及していけば,そのうちにそれが一株の

ステータスとなり,みんながテレビ芯新を手に

入れたいと思って働くようになるのでは

さて,テレLJ電話のほかに,小さいころの印

象に残っている油侶装鑑といえば,プレスレソ

ト型の携帯和許である ウル トラ千手怖隊とか科

学忍者隊といった加の靴士たちが,指令遊地と

の連絡に使った代物である.腕時計のような物

がピピッと鳴ってボタンを押すと,時計の画両

に隊長の顔が映り指令が伝えられるのである

これが公衆網に超続叶能であれば,まさに兜極

の携帯碓許といえよう.これを初めて腕につけ

る瞬間というのは,さぞかし ｢わくわく｣する

らったあのころの,一歩人人に近づいたような

感覚に通じるものがあることだろう

近い将来,みんなが ｢腕'li話｣を身につける

時代がくるかも知れない 駅のホームで辺りを

見L旦lすと,あちこちの片隅でビジネスマンたち

が.｢腕fE許｣に向かってポソポソと話 してい

る_光吉とは,不気味なものがある しかし,許の

人からみれば,世の中のほとんどの人が脱に時

計をつけて歩いている今の世の中も同じくらい

不気味なものかも知れないから,慣れのFHl退かも知れない

現在既に,腕時計判のボケ ソトベルは尖Jll化

レベルにある 携掛 電話に関しては,今の手の

t子f[報通信学会誌11l'92
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ひらサイズから腕時計型まで持って4Tくのは.

冷静に考えると結構たいへんかも知れないが.

軸fE作に脚】待すれば10年後くらいにはできて

いるのではないか 但 し,指令基地の隊長の朗

が映るような携帯テレビ花許までは難しいかも

知れない

テレビ屯話や携Jir/花議のほかにも,未来の花

子情報過信技術についてはいろいろ増えられる

那,結局,どれだけ ｢わくわく｣するものを1,llE

供できるか,ということにかかっていると思う

そして次に.その ｢わくわく度｣に見合ったコ

ストで実現するにはどうしたらよいか.という

間送になるのであろう

5 あ わ り に

｢わくわく｣することという観点から将来の

技術について考えてきたが.これらの技術を実

現していくためには多額の研究開発饗や入朝が

必要であり,そのためには,今のII会が適度に

吐かであり続けることが必要条件である そも

Vol75.Noll

そも.餅原もなく食糠も自給できない我が国が

なぜ盟かなのか,考えてみれば不阻謙なことで

ある 結局のところ,自動･riやW.i化製,.nr.など.

農業 ･鉱英国の人々が,由い代価を支払ってで

も手に入れたいと思うような ｢わくわく｣する

モノを作っているからであって,その売上げで

食糠や資源を輸入 しているのである いわば,

虻非の人々を ｢わくわく｣させることによって

成 り寸っている｢ドラえもん｣の国なのである

そしてこれからも,人々を ｢わくわく｣させる

ような技術 を実現 してい くことが,我々研究

者 .技術薪の使命といえるだろう
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