
スマートユニフォーム 

(Sumātoyunifōmu) 

 

今日の世界では、車、テレビ、携帯電話、エアコン、より多くのような製品の数は、スマ

ートタグが付属しています。誰かがあなたがスマートであることを言うとき、それはあな

たの教育、ルックス、ドレス、習慣 et.al であるかどうか、 

特定のユニークな資質を持っていることを意味します。理解しましょう、スマートの意味

は何ですか?スマートスタンドは、自己監視分析とレポート作成技術を意味します。つま

り、スマートテクノロジーは、高度な機能を組み合わせたものです。人工知能、意思決定

モデリング、制御および自動化システム。スマート機能は、Google 

のホームアシスタント、アマゾンのアレクサ、ナビゲーションマップなどのような技術の

追加の次元を定義します。スマート宇宙は、より良い結果と急速なペースで革新していま

す。 

同時に、人々は仕事の効率、生産性、機能性、さらには彼らの生活を後押しするために、

新しいスマートトレンドを採用しています。 

 

 

 

 

 



 

Kyō no sekaide wa,-sha, terebi, geitaidenwa, eakon, yori ōku no yōna seihin no kazu wa, 

sumātotagu ga fuzoku shite imasu. Darekaga anata ga sumātodearu koto o iu toki, sore wa 

anata no kyōiku, rukkusu, doresu, shūkan et. Aldearu ka dō ka, tokutei no yunīkuna. Rikai 

shimashou, sumāto no imi wa nanidesu ka? Sumātosutando wa, jiko kanshi bunseki to 

repōto sakusei gijutsu o imi shimasu. Tsumari, sumātotekunorojī wa, kōdona kinō o 

kumiawaseta monodesu. Jinkō chinō, ishi kettei moderingu, seigyo oyobi jidō-ka shisutemu. 

Sumāto kinō wa, gūguru no hōmuashisutanto, amazon no arekusa, nabigēshonmappu nado 

no yōna gijutsu no tsuika no jigen o teigi shimasu. Sumāto uchū wa, yori yoi kekka to 

kyūsokuna pēsu de kakushin shite imasu. Dōjini, hitobito wa shigoto no kōritsu, shōsansei, 

kinō-sei, sarani wa karera no seikatsu o atooshi suru tame ni, atarashī sumātotorendo o 

saiyō shite imasu. 

 

同様のラインでは、中国の学校は、GPS 

チップで作られたスマートな制服を導入しています。南西貴州省の11の学校は、学生のた

めにこれらの制服を導入しています, 学校の時間中に学生の活動を監視するために、.  

このスマートな制服は、貴州省宇技術という地元の技術会社によって開発されています。 

スマートユニフォームには2つのチップが埋め込まれており、保護者や教師が学校での子ど

もの活動を監視することができます。 

Dōyō no rainde wa, Chūgoku no gakkō wa, GPS chippu de tsukura reta sumātona seifuku o 

dōnyū shite imasu. Nansei Kishūshō no 11 no gakkō wa, gakusei no tame ni korera no 

seifuku o dōnyū shite imasu, gakkō no jikan-chū ni gakusei no katsudō o kanshi suru tame 

ni,. Kono sumātona seifuku wa, Kishūshō Sora gijutsu to iu jimoto no gijutsu kaisha ni yotte 

kaihatsu sa rete imasu. Sumātoyunifōmu ni wa 2tsu no chippu ga umekoma rete ori, hogo-

sha ya kyōshi ga gakkō de no kodomo no katsudō o kanshi suru koto ga dekimasu. 

 

 

 

 

 

 



 

追跡システムは、学校/クラスの入り口に設置されている顔認識ソフトウェアと組み合わさ

れます。これは、均一なチップによって学生を検出するのに役立ちます。追跡から離れて

、自動化されたアラームは、学生がクラスで眠りに落ちるか、学校の財産を傷つけるか、

許可なしで運ぶ場合にも、信号を設定します。会社によると、このスマートな制服は、最

大500の洗浄のために持続することが期待され、150の温度を維持することができます。 

同社は、800人以上の学生が、中国のただいまの学校の1つで2016以来、スマートユニフォ

ームを着用してきたと述べています。共産主義者の何人かは、それが学生をポリシングの

一種であるという意見です。 

しかし、会社は、彼らがプライバシーと人権を尊重すると述べていました。 

彼らによると、このシステムは、学生、両親や教師に有利であるスマートな管理方法を提

供します。また、このようなシステムは、既存の教育キャンパスをスマートキャンパスと

して変革する重要な役割を果たし、教育の発展のためのスマートマネジメントにもなると

述べています。 

Tsuiseki shisutemu wa, gakkō/ kurasu no iriguchi ni setchi sa rete iru kao ninshiki sofutō~ea 

to kumiawasa remasu. Kore wa, kin'itsuna chippu ni yotte gakusei o kenshutsu suru no ni 

yakudachimasu. Tsuiseki kara hanarete, jidō-ka sa reta arāmu wa, gakusei ga kurasu de 

nemuriniochiru ka, gakkō no zaisan o kizutsukeru ka, kyokanashi de hakobu baai ni mo, 

shingō o settei shimasu. Kaisha ni yoru to, kono sumātona seifuku wa, saidai 500 no senjō 

no tame ni jizoku suru koto ga kitai sa re, 150 no ondo o iji suru koto ga dekimasu. 

Dōsha wa, 800-ri ijō no gakusei ga, Chūgoku no tada ima no gakkō no 1tsu de 2016 irai, 

sumātoyunifōmu o chakuyō shite kita to nobete imasu. Kyōsan shugi-sha no nan'ninka wa, 

sore ga gakusei o porishingu no isshudearu to iu ikendesu. Shikashi, kaisha wa, karera ga 

puraibashī to jinken o sonchō suru to nobete imashita. Karera ni yoru to, kono shisutemu 

wa, gakusei, ryōshin ya kyōshi ni yūridearu sumātona kanri hōhō o teikyō shimasu. Mata, 

kono yōna shisutemu wa, kizon no kyōiku kyanpasu o sumātokyanpasu to shite henkaku 

suru jūyōna yakuwari o hatashi, kyōiku no hatten no tame no sumātomanejimento ni mo 

naru to nobete imasu. 

 

 

 

 

 



 


