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本学、東京情報大学は、規模も小さく、歴史も浅い大学です。それだけに、柔軟に時代の変化に
対応する知的なセンターとして世界に発信していけるものと考えています。
今年から5年間の計画で、文部省と、学校法人東京農大のご理解とご支援によって大学院を基盤
とする大学の戦略中心として"学術フロンティア"が設けられることになりました。
学術の基礎は、20世紀を支えた物理・化学的世界観から一転して、{複雑系}を基盤とするものと
なっていこうとしています。複雑系の典型は一つには、ヒトをはじめとする生物の脳、もう一つ
は、世界を囲むグローバルな環境でしょう。
よく物事を理系、文系と分けて考えることがありますが、本学はそのどちらでもない、或いはそ
のどちらでもあると考えています。脳と心の研究は、そういう本学で特徴的にすすめられるもので
す。　
またもう一つのグローバルな環境を考えるために、本学はアジア全域、つまり北氷洋、オホーツ
ク海、シベリア、外モンゴル、シルクロード、熱帯雨林地帯を自然科学的側面からも、人文科学的
な面からも捉えていく、アジアのセンターになろうとしています。
この研究には、アメリカNASAの協力を得て、国内では東京情報大学の全員、東京農業大学、そ
してアジア地域の各大学、英国ケンブリッジ大学等との国際共同研究としてすすめていきたいと考
えています。
その為には常に研究の現状が全員によく把握されていることが大切と考えてこのニューズレター
が発刊される事になったものであります。
各分野の、そして研究者の相互の活発な連絡のために、このニューズレターが柔軟に活用される
ことを期待して居ります。
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学術フロンティア開始によせて

　
　間近に迫った２１世紀において、我が国が更なる発展を遂げるには、新た
なフロンティアを切り拓く学術研究の振興が不可欠であります。とりわけ我
が国全体の研究基盤の充実・強化を図る上で、大学生の約８割、大学研究者
の過半数を擁する私立大学における研究機能の高度化を推進していくことが
重要な政策課題となっています。
　文部省としましては、このような観点から、①平成８年度に、最先端の研
究開発プロジェクトの推進に必要な支援を総合的に行う「ハイテク・リサー
チ・センター整備事業」を、②平成９年度に、私立大学の中核的な研究拠点
における、内外の研究機関との共同研究の推進に必要な支援を総合的に行う
「学術フロンティア推進事業」を創設するとともに、③平成１２年度には、バ
イオ分野における早期の実用化を目指した産学共同の研究の推進に必要な支
援を総合的に行う「バイオ・ベンチャー研究開発拠点整備事業」を新たに設
けるなど、私立大学における学術研究の高度化を推進するための支援措置を
年々拡充しています。
　貴大学の研究プロジェクト「アジアの環境・文化と情報に関する総合研究」
は、この「学術フロンティア推進事業」について、全国の多くの私立大学か
らいただいた申請の中から、審査委員会において、優れた共同研究プロジェ
クトとして選定されたものであります。
　本プロジェクトにおきましては、グローバルな情報化社会の中で、新しい
アジアの創造を目指した総合的研究を推進されるものと伺っております。
　本研究が順調に進展し、大きな成果を挙げられますことを心より期待し、
ご挨拶とさせていただきます。

    平成１２年１２月５日

       　　　　　　　　　　　

文部省 高等教育局 私学部 私学助成課長

 山根　徹夫　　　　　
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学術フロンティア共同研究推進センターについて
（アジア環境情報国際共同研究センター）

プロジェクト総括班代表　田子島　一郎　
（東京情報大学 経営情報学部　教授）　

　2000年４月より本学を中心に発足した下記の研究プロジェクトは、1999年度の文
部省学術フロンティア推進事業として申請し、審査の結果選定されたものであり、
５年間にわたる、国際的かつ学際的共同研究プロジェクトである。
　本ニューズレター創刊号の後半に文部省に提出した「構想調書」の一部を編集掲
載（英訳を含む）した。ここではこの研究プロジェクトに対する取り組みについて
ＭＯＤＩＳの説明とともに簡単に述べる。
　プロジェクト名は「アジアの環境・文化と情報に関する総合研究」であり、次の
３つのプロジェクトから成っている。
１．アジアの社会環境と文化に関する研究
２．アジアの自然環境と文化に関する研究
３．アジアの環境情報システムに関する研究

　この学術フロンティア構想の理念や各研究プロジェクトの考え方、内容について
は、学長の巻頭言,各プロジェクト代表者のメッセージおよび研究計画の概要を詳読
していただければ幸いである。
　これらの研究のインフラともいえるのがＮＡＳＡの衛星システム（ＭＯＤＩＳ）
である。アジア初の本格的ＭＯＤＩＳ専用受信基地として、本学に設置された施設、
設備は、すでに順調に稼動し始めており、日本列島やモンゴルあたりまでのアジア
地域の鮮明な画像も受信されている。また最近では、噴火の続く三宅島の噴煙もみ
ごとに映し出され、種々のメディアからも注目され始めている。
　このＮＡＳＡのシステムは、従来の各国の地球観測衛星と異なり、極めて重要な
目的を持っている。即ち３６チャンネルという多くのリモートセンシング項目を１
５年間継続して観測し、グローバルな地球環境を監視することにより、世界中の
「Policymaker」に対して、「Sound Decision」をしてもらうためのデータ、情報を提供
することが主要な目的であるという。
　我々のフロンティア・プロジェクトは、これを活用して２１世紀に重要な意味を
持つことになるアジアを重点的研究対象地域として、社会・自然環境に関する課題・
情報を調査・分析し、世界に発信する情報網の中心的役割を果たしたいと願ってい
る。さらに本プロジェクトの成果から、アジアの将来の持続的発展に対して有益な
政策的提言ができるよう、共同研究者、プロジェクト・メンバー一同全力で取り組

みたいと思っている。
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家間の対立は激化､経済的に弱い立場の国は､強国
への対抗上､いわゆる開発独裁の体制を国内で強め
ざるを得ない。先進国がそこでの人権抑圧を非難､
経済制裁を加えれば､事態は解決するどころか､矛
盾がいっそう複雑化するだけてある。世界経済の
不均等な発展に即しつつ､国民国家の対立を止揚
し､グローバルな市民社会の発展を追求していくに
は､欧米近代主義の経験に基づく同一の経済メカニ
ズムの貫徹と､それによる政治・文化の世界的同質
化をせっかちに求めるべきではない。
開発途上の国や地域の内発的な経済社会開発の
力や固有な政治文化の生活統合作用の過程を尊重
し､その動きを支持する市民の自発的な社会建設
の努力を援助するべきである。
 国際的な近代社会の辺境に位置してきたアジア
における自然観・生命観､社会思想､非集権的政治
文化思想､人権意識､科学技術思想､伝統文化の特質
などを見直しそれらの積極的意義を解明する。日
本の近代と今後のアジアヘの対応の仕方を検討す
る。

プロジェクト１
アジアの社会環境と文化に関する研究
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Project 1　　　　アジアの社会環境と文化に関する研究
Studies  on social environment and culture in Asia-Objectives of  Project 1

プロジェクト１ 代表　桂　敬一
（東京情報大学 経営情報学部　教授）

グローバルなIT革命の進展を伴った市場経済の
急激な拡大は､とりわけてアシア各国・各地域の伝
統的な経済社会の仕組みを激変させ､政治的な統治
形態､人々の生活様式や文化をも､不安定な変化へ
と追い立てている。アジア経済は､９０年代初めま
での順調な発展がつづいているうちは､世界経済へ
の安定的な統合の希望を抱くことができたが､９７
年､タイ・バーツの暴落を発端とするアジア各国通
貨危機に直面するや､アジア地域としてまとまり得
る自立性の欠如を露呈､米欧の唱導するグローバリ
ズムと自由化への同調と従属を､同時に強いられる
こととなる関係も明白となった。
この間､日本の経済は､バブル崩壊後の深刻な不
振に悩まされつづけ､90年代に入って好調をつづ
ける米国や､統合体制を着実に強めつつあるＥＵの
経済に比べて､大きく遅れをとっている。このよう
な情勢のもと日本は､みずからもそこに生きる場所
としてアジア地域の経済回復とその主体性の確立
を助ける方向を一義的に目指すのか､あるいは､米
欧と同じ工業先進国の利害を共有し､そうした立場
を優先させながらアジアに対していこうというの
か､21世紀に向かって重大な岐路に立たされてい
る。
プロジェクト1は､以上のような緊張した問題意
識のもとに､主につぎの4つの研究領域を設定し､
それらに対応した研究グループを形成､これらグ
ループ間の連携を図りつつ､アジアの社会環境と文
化の望ましい発展を目指す際､問題となってくる課
題を明らかにし､それらの解決策や日本の果たすべ
き役割について､検討を加えていく。

1.アジアにおける社会・文化発展のあり方と欧米
近代主義の見直し
グローバリズムは､国民国家の枠組みを壊しつつ
あるが､それが欧米工業先進国による世界市場化の
性急な要請を伴う限り､先進国国家の集団的エゴが
途上国国家に圧力を加えることになり､かえって国

1.近代主義批判とアジア的文明の再評価
2.グローバリズムとアジア的開発の可能性
3.アジア経済の活性化と企業経営のシステム
4.情報化のグローバライゼーションとアジアの文化
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2.アジアにおける民主主義と産業社会の発展の追求
現状と今後の課題
冷戦構造の消失と社会主義国での経済開放政策の
進展､IT革命の拡大などに伴い､アジアでも､国境を
越えた広域規模での安全保障､経済・金融､農業・工
業などの産業開発､環境保護・公害防止､都市開発､
医療・教育・福祉､文化振興・交流など､広範な分野
における国際協力関係が成立､各国・地域で政治が
安定化､民主的発展が確かなものとなり､社会開発が
着実に前進する可能性が現れつつある。もちろん､
貧困や社会的不平等・差別､民族対立や地域的な武
力紛争の危険は､依然として注意しなければならな
い。
このようなアジアの現況を見渡し､21世紀初頭の
アジアではどの国・地域の､どのような問題がもっ
ともクリティカルであり(あるいは反対に､未来に向
かって可能性があり)､解決が急がれるべきかを探
る。そこに浮かび上がってくる個別課題について
は､現地研究者とも協力しながら､調査・研究を進め
る。中国､台湾､南北朝鮮､ロシア・アジア地域､
ASEAN各国・地域などが主要な調査対象地域とな
る。産業､環境､都市､疾病､宗教､文化・民族問題な
どの実態把握は､現地調査を通じて行う。それは､プ
ロジェクト2と連携､衛星によって入手したデータ
の解析を補強する役割も担う｡

3.アジアにふさわしい産業運営と企業経営の推進モ
デルの検討
欧米近代主義の価値原理と科学技術思想によって
築かれた近代産業と､それらを事業化し､企業として
経営する方式は､市場経済のなかで効率と利益を徹
底して追求するものだが､先進工業国の一部の大企
業がそれによって成功を独占することになった。だ
が､これに伴い､資源の乱費による自然の収奪､所有
と市場の囲い込みによる公共圏の破壊と生活世界の
植民化､経済的強者と弱者の矛盾・利害対立の拡大
が必然化し､そこから生じる環境・生態系破壊､産業
公害の深刻化､居住環境・衛生環境の劣悪化､貧富の
格差拡大､文化環境の水準低下などの弊害もグロー
バル化し､アジアもその動きに巻き込まれている。
これに対しては､コモンズ再評価､地域通貨､ワー
カーズ・コレクティブ､環境保護､ゼロ・エミッショ
ン運動､エネルギー転換､循環型社会建設構想､グ

リーン・マーケティング､環境会計､各種NPO・
NGO運動など､上記の弊害を除去､克服するための
新しい産業・経営モデルの追求が進められてい
る。それらは､自然との共生や入り会いを基調と
する社会運営の伝統を重んじてきたアジアでこ
そ､よりよく生かされる可能性がある。アジア地
域における新しい産業運営協力のあり方､企業経
営の改革について研究する。

4. アジアのメディア・情報とコミュニケーショ
ン・文化の問題
IT革命のグローバルな進展は､衛星による通信・
放送､CATV､インターネット､移動体通信の急速な
発展を促し､世界各国が､巨大なデジタル・モード
での情報通信基盤や､国際規格のプラットフォー
ム､ソリューションを共用､国際商品と化した娯楽
作品や経済実用情報などのコンテンツを受容する
状況をつくり出した。いわゆるマルチメディア時
代の世界的な到来であるが､それは同時に､アメリ
カを中心とする国際メガ・メディア・グループに
よる全世界的なマルチメディアの支配を結果する
おそれも随伴している。
これに対するアジアの各国・各地域の対応姿勢
はさまざまであるが､それらが情報の自由を抑圧
することなく､相互に均衡の取れたコミュニケー
ションや文化の多元性を維持し､情報文化の個性
的な発展を追求していけるようになるには､どの
ような方策や国際協力が､アジアで必要となるの
であろうか。いわゆるデジタル・ディバイドの実
態はどのようであり､その是正策をいかに図るべ
きなのであろうか。この研究課題に関しては､ア
ジア地域における衛星､インターネット､移動体無
線などの利用状況やコンテンツの国際的流通状況
をリアルタイムで把握できるモニター・システム
の構築も必要となる。
プロジェクト1としては､上記の各領域における
調査・研究活動を推進する際､研究課題・内容につ
いてはプロジェクト2と､調査・研究の方法におけ
る情報技術の利用についてはプロジェクト3と､
それぞれできるだけ緊密な協力関係を取るよう
にする。
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Project 2　　　　アジアの自然環境と文化に関する研究
Studies  on  natural environment and culture in Asia - Objectives of Project 2

プロジェクト２ 代表　原  慶太郎
（東京情報大学 経営情報学部　教授）

アジアは､世界でもっとも生物多様性が高い
といわれる東南アジアの熱帯雨林や､温帯域の
多様な生態系､砂漠､そしてシベリアのタイガ
など､きわめて多様性に富んだ環境を有してい
る。農耕の起源に始まる人間の環境への介入
は､この地域でも時代を追ってその度合いを増
しつつある。とりわけ１２億の人口を抱える
中国をはじめ､人口密度の高いアジア諸国で
は､過度の集約的農牧業によって土地の荒廃が
進行している。また､東京､ソウル､バンコクな
どの巨大都市の周辺では急激な都市開発の結
果､問題の質的な違いはあるものの､環境の悪
化が顕著になっている。
　一方で､アジア東・南部の低湿地域では､モ
ンスーン的気候を反映して広く水田耕作が行
なわれているが､この農業形態は数千年にわた
る持続的な環境の利用といえる。この水田耕
作をはじめとして､アジアには環境と調和した
伝統的な農林業､水産業が営まれてきた。これ
は､アジアの風土と長い歴史がつくりだした､
ある種の文化ともいえる大きな一面であり､そ
の表象が特徴ある地域景観となっていると理
解できる。

　学術フロンティアのプロジェクト２「アジ
アの自然環境と文化に関する研究」では､ほか
の２つのプロジェクトと連携を保ちながら､ア
ジアの自然環境の実態とその文化的背景､そし
て現在抱えている問題点を明らかにして､環境
の持続的利用の方途を提示することを目指す。
具体的には､東アジアの自然環境及び社会環境
を対象に，衛星リモートセンシングを用いた
広域的なスケールと現地調査というマクロ・

ミクロ両面からのアプローチで問題の究明にあ
たる。ＭＯＤＩＳのリモートセンシング・デー
タを用いる広域的（マクロスケール）な環境解
析と，中域的（メゾスケール）及び小域的（ミ
クロスケール）な現地踏査（グランドトゥルー
ス）というマルチスケールのアプローチで問題
に取り組む。

1.アジア・グリーンベルト (Asian green belt)
　東南アジアの熱帯雨林からシベリア・タイガ
に連なる大規模なグリーン・ベルトの現状を､
衛星リモートセンシングデータを用いて解析
し､広域的な森林域のネットワークの保全策を
検討する。このグリーン・ベルトは南部では「照
葉樹林帯文化（laurel forest zone culture）と呼ば
れる文化圏を形成し､この地域の文化の深層を
規定している。（対象域：タイ・ミャンマー～中
国～（韓半島，日本列島）～シベリア）

2.水田景観（Paddy-field landscape）
　東アジアの風土的・文化的基層を形成する水
田農業景観の構造と保全策を明らかにする。水
田景観をＭＮＣシステム（Man-Nature-Culture
System）として捉えて，水田景観構造の地域的
な特徴を明らかにする。そして生物多様性を保
全するなど自然環境に調和した，持続的な農業
形態の在り方を提示する。（対象域：中国，台湾，
韓国，日本）

3.都市膨張（Expansion of large city）
　アジアの大都市は人口の集中化が急速に進行
し，スプロール的開発やスラム化などの問題が
顕在化つつある。この現況を衛星データによっ
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て把握し，アメニティに富んで，生物多様性の
保全を図ることのできる，豊かな都市環境づく
りの方策を提案する。（対象域：マニラ，台北，
ソウル，バンコク，ウランバートル）

4.半乾燥地における農牧畜システム
   （Pastoralism, in a semi-arid area）
　モンゴルにおける土地利用状況を衛星データ
を用いて把握し，現地調査との共同で，土地利
用変化のメカニズムを明らかにして，緑地の復
元の方策を探る。（対象域：モンゴル）

5.大気汚染（Air pollution）
　アジアでは､工業化の進展に伴う排煙と自動
車からの排気による深刻な大気汚染が顕在化し
ており､さらに酸性雨原因物質などの長距離輸
送も問題になっている。このような汚染物質の
排出源別の寄与割合を推定するための数式モデ
ルを構築し､アジアにおける大気環境の定量的
な検討を行なう。（対象域：バンコク､ランパン､
東京）

6.水圏の生物資源の持続的活用（Sustainable use
of bio-resources in the hydrosphere）
　アジアの水圏の抱える問題点を明らかにし
て､海洋及び内陸の池沼における生物資源の持
続的利用の方途を検討する。
（対象域：オホーツク海､タイ）

－7－
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Project 3　　　　アジアの環境情報システムに関する研究
Studies  on environment systems in Asia-Objectives of  Project 3

プロジェクト3  代表　小泉 宣夫
（東京情報大学 経営情報学部　教授）

環境情報システムの研究プロジェクトは、ＭＯ
ＤＩＳセンサデータ受信装置を中心とした地球環
境情報システムの構築を行っている。完成後は衛
星受信データ解析に基づくリモートセンシングの
研究を中心に、情報処理の様々な側面から環境情
報解析を支援する研究を実施していく予定である。
以下に代表的な研究項目をあげてみたい。

1.リモートセンシングに関する研究
ＭＯＤＩＳセンサデータ受信装置の設置により、
中規模の空間分解能を有する衛星画像データを毎
日取得・蓄積することが可能となるので、早急に
有効使用するための画像データ処理システムの構
築を行う予定である。まず解析対象としては、複
数の異なるデータを処理した上での多面的な土地
被覆分類手法を構築することを目指しており、対
象地域として森林を取り上げる予定で準備を進め
ている。

2.環境情報システムのネットワークに関する研究
地球環境情報システムは、受信処理した観測
データをアーカイブして広くインターネットで公
開する予定である。そのために、情報ネットワー
クの性能評価を進め、研究成果の蓄積・共有化と
その公開のための枠組みを提案、構築する。特に、
セキュリティを維持した大学内部情報の蓄積と
（学内的）共有化システムの構築、および大学情報
の公開とアジア地域社会への貢献、ネットワーク
大学構想に連なるビジョンを提案していく。

３．知能情報処理に関する研究
　生物，動物，人間，さらには組織体等の環境へ
の適応や対応のメカニズムに関する研究を開始す
る。また､環境情報の様な大容量のデータの処理に
当たって、最適化処理手法の一つである進化型計
算を適用し、より効率の良い処理システムの構築
法に関する研究を行う。

４．音響環境インタフェース設計の研究
環境情報の観察・分析手段として、視覚、聴覚や
触覚など人間が持つ感覚情報を駆使した情報構造
の発見が必要である。環境情報の効率的な分析・活
用を実現するために空間音響情報の研究、広帯域
音響情報の研究、ならびに生態系での音響環境の
研究を推進していく。

５．数理モデルに関する研究
　環境数理モデル解析の研究として、粉じん中化
学成分に基づく汚染発生源寄与率の定量的推定な
どを実施する。

アジアの環境アジアの環境アジアの環境アジアの環境アジアの環境・・・・・文化と情報に関する総合研究文化と情報に関する総合研究文化と情報に関する総合研究文化と情報に関する総合研究文化と情報に関する総合研究

(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )アジアの社会環境と文化に関する研究アジアの社会環境と文化に関する研究アジアの社会環境と文化に関する研究アジアの社会環境と文化に関する研究アジアの社会環境と文化に関する研究

(2)(2 )(2 )(2 )(2 )アジアの自然環境と文化に関する研究アジアの自然環境と文化に関する研究アジアの自然環境と文化に関する研究アジアの自然環境と文化に関する研究アジアの自然環境と文化に関する研究

(3)(3 )(3 )(3 )(3 )アジアの環境情報システムに関する総合研究アジアの環境情報システムに関する総合研究アジアの環境情報システムに関する総合研究アジアの環境情報システムに関する総合研究アジアの環境情報システムに関する総合研究

1 .1 .1 .1 .1 . リモートセンシングに関する総合研究リモートセンシングに関する総合研究リモートセンシングに関する総合研究リモートセンシングに関する総合研究リモートセンシングに関する総合研究

2 .2 .2 .2 .2 . ネットワークに関する研究ネットワークに関する研究ネットワークに関する研究ネットワークに関する研究ネットワークに関する研究

3 .3 .3 .3 .3 . 知的情報処理に関する研究知的情報処理に関する研究知的情報処理に関する研究知的情報処理に関する研究知的情報処理に関する研究

4 .4 .4 .4 .4 . メディア情報に関する研究メディア情報に関する研究メディア情報に関する研究メディア情報に関する研究メディア情報に関する研究

5 .5 .5 .5 .5 . 数理モデルに関する研究数理モデルに関する研究数理モデルに関する研究数理モデルに関する研究数理モデルに関する研究

プロジェクト3
アジアの環境情報システムに関する研究のテーマ一覧
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学術フロンティア研究計画の概要

学校法人名 学校法人東京農業大学  　　大学名 東京情報大学

共同研究プロジェクトの主体となる研究組織名

 　東京情報大学学術フロンティア共同研究推進センター(アジア環境情報国際共同研究センター)

　母体となる組織：大学院経営情報学研究科・東京情報大学ハイテクリサーチセンター

研究組織の代表者

　学長　小田 稔

研究組織で実施する共同研究プロジェクト名

　アジアの環境・文化と情報に関する総合研究

1.アジアの社会環境と文化に関する研究
2.アジアの自然環境と文化に関する研究

3.アジアの環境情報システムに関する研究

重点的研究領域

　「学際領域共同研究推進プログラム」(社会・自然環境、アジア文化、情報システム)

1.研究組織の特徴等
　21世紀は、生命科学と情報科学が主役といわれている中で、併設校である東京農業大学で
は、平成11年度から「生物」を重点的研究領域とし、生物資源開発を研究分野として学術フ
ロンティア共同研究推進センターがスタートしている。東京情報大学では、第3ミレニアムに
おける科学技術の入り口として、脳と心の科学に関する研究および地球環境と人類生存のため
の戦略の基盤作りの研究として、ハイテクリサーチセンターをスタートさせ幅広い研究を推進
している。この課題をさらに具体的に発展させ、人類社会の繁栄に貢献するため、本学の特徴
である自然科学・情報系と人文・社会科学系を併せ持つ研究陣の総力をあげ、広く欧米、アジ
ア地域の国際的かつ学際的共同研究者を含めた共同研究組織を構築する。
　本研究組織は、(1)アジアの社会環境と文化に関する研究、(2)アジアの自然環境と文化に関す
る研究、(3)アジアの環境情報システムに関する研究の3つのプロジェクトを柱とした学際的国
際総合研究プロジェクトであり、東京情報大学大学院経営情報学研究科および東京情報大学ハ
イテクリサーチセンターを母体とした共同研究組織である。本学では、東京農業大学の学術フ
ロンティア共同研究推進センターと呼応して、小田稔学長を研究組織代表者として、「情報」
を軸に、文化の多元性、多様性を特徴とし発展を期待されながらも環境問題に多くの課題を抱
えた「アジア」を重点的対象地域として、上記3つのプロジェクトを推進する。地球環境と人
類社会に調和した自立的アジアモデルを模索しながら、グローバルな情報化社会の中で、2000
年から始まる新しいアジアの創造を目指す総合的研究組織である。
　本プロジェクトの一環として本学内に設置されるNASAのTerra衛星(昨年末打上げに成功)
による新しい地球観測システム(MODIS)の受信拠点は、アジア地域では初めてのものであり、
NASAをはじめ関係機関の協力もあり、その活用に対するアジア各国からの期待も大きい。こ
のシステムによって得られる各種の衛星(リモートセンシング)画像情報等は、わが国、アジア
のみならず世界各国の研究機関に配信され、地球規模に広がるアジアの自然環境の激変の解明
と環境保全に資するとともに、その情報は、広く人文・社会科学系分野の研究に貢献するもの
であり、本プロジェクトの研究成果と相まって学術研究の推進に資する意義は極めて大きい。
さらに本計画に引き続き、広く研究者の育成も可能な「アジア環境情報センター」への発展を
考慮するとともに、私学における新しい独立・連合型大学院の構想も視野に入れた展開を検討
する。
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2.共同研究機関等の概要
　

英国・ケンブリッジ大学
12世紀に遡る伝統と由緒ある大学である。30余りのカレッジからなり、中でもキングズ・カレッジは
多くのノーベル賞受賞者を輩出している代表的カレッジである。大学全体として20の学部、約1000
人の教授が教育・研究に携わっている。中でもキングズ・カレッジのC.ハンフリー教授がヘッドと
なっているアジア・センターは、モンゴルなど中央アジアの文化と環境、人類学に関する研究など多
くの実績を挙げている。

米国・サンタフェ研究所
1984年設立の多くの専門分野からなる調査・教育専門機関である。新興の科学を追求して、新しい種
類の科学研究コミュニティを作ることに専念している特異な学際的研究所である。最近では、生命の
起源に対するアプローチ、生態系のスケール維持に対するアプローチ、現代市場経済学に対するアプ
ローチなど、本学のフロンティア共同研究に近い構想で運営されている研究機関である。

中国・中国科学院遙感応用研究所
中国におけるリモートセンシングの基礎的及び応用的研究の中心となる研究所用研究所である。1979
年に設立された。245人のスタッフ(内 3院士、74教授、)を有する3研究部門から構成され、リモート
センシング技術を用いて、中国全域の環境、農業、鉱業などにわたる広範囲な研究と教育を行なって
いる。

タイ王国・カセサート大学
1943年設立のバンコク周辺に6つのキャンパスを有する13学部22,000人のタイ王国有数の総合大学
である。特に農業及び環境分野における教育研究の最高峰であり、数多くの研究者、行政人を輩出し
ている。日本学術振興会学術交流事業(農業分野)でのタイ王国拠点大学として日本とも深い関係をも
つ。東京農業大学の姉妹校である。

東京農業大学
1891年我が国で最初に創設された、私学の生物科学系総合大学である。5学部(農学、応用生物科学、
地域環境科学、国際食料情報、生物産業)を有し、農業及び環境そしてバイオサイエンス分野において
特色ある教育研究を行っている。本学とは同一法人内の大学である。

千葉大学環境リモートセンシングセンター
1995年に前身である「映像隔測研究センター」を改組して、リモートセンシング技術の確立と環境へ
の応用に関する研究を目的として設置された。3研究部門と1開発部からなり、全国共同利用施設と
して、リモートセンシングのためのセンサ開発、植生モニタリング、環境データベース開発に関する
研究・教育が実施されている。

科学技術庁海洋科学技術センター
経団連、民間企業など約180の団体・機関の参加による科学技術庁所管の、海洋の総合的な試験研究
を行なうことを目的とした研究機関(特別認可法人、1971年 10月設立)である。地球観測フロンティア
研究など4つのフロンティア研究システムグループからなる220人、400億円以上の研究組織である。

一橋大学
1949年旧制東京商科大学から一橋大学に改組以来、実学的であると同時にアカデミックな独自の学風
により、多くの人材を輩出してきた。付属研究所に、経済研究所、産業経営研究施設を持つ、アジア

有数の経済・産業研究、教育機関である。
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3.共同研究プロジェクトの概要
研究分野
「アジアの環境・文化・情報システム」

研究の背景となる研究領域の進展状況等
20世紀後半の科学技術の人類史上例のない急速な進歩を背景に、先進工業国の産業開発が加速され、今や情報化による

国際社会の支配が進みつつある。一方冷戦構造の崩壊を期にイデオロギー的対立よりも、地球温暖化ガス排出規制問題に
見られるように、むしろ経済的自立・発展と自然環境の保全との狭間で種々の葛藤が表面化している。特にアジアは、文
化・民族の多元性、多様性に加え、中央アジア、東アジア、東南アジア、北海から熱帯までの沿岸地域に至る極めて広範
な豊かな自然環境の中で独自のアジア的思考・価値観を育んできたが、今後地球規模での環境破壊とグローバルな情報化
が進む中で、環境との調和を図りつつ、独自の持続可能な発展・開発の方策を早期に見出さねばならない。本研究には国
際的、かつ学際的な共同研究体制が必要であるが、さらに研究進展の条件として、可能な限り正確な当該地域の自然環境
に関する観測情報が不可欠である。昨年末に打ち上げられた米国NASAの衛星(Terra)による全地球観測システム(MODIS)
から得られるデータを分析・処理し画像化することによりそれが可能になる。

研究内容
本研究は、上記の必要性に鑑み、アジアの環境・文化と情報に関して、以下の3つのプロジェクトについて総合的研究

を行なうものである。
1) アジアの社会環境と文化に関する研究アジア地域における経済開発と環境について考察し、環境と調和した社会

的発展の在り方を追求する。地域・民族紛争や大規模な自然災害に対する安全保障政策の必要性を検討する。他
文明との比較、環境変化のなかで地域文明・文化の維持の重要性を考察する。環境変化が哲学や自然観に及ぼす
影響を解明しアジア文明の特質について考察する。グローバルなデジタル情報革命の中でアジアのメディアの実
情等を調査・把握し、アジアにおける在るべき情報環境をいかに保護確立するか、情報格差を最小にする方策等
について検討、提言する。

2) アジアの自然環境と文化に関する研究熱帯雨林からシベリア・タイガに連なる大規模なアジア・グリーンベルト
の現状を、衛星データ(MODIS)を用いて解析し、広域的な森林帯の保全策を探る。アジアの風土・文化的基層を形
成する水田農業景観の構造を、人間一自然一文化のシステムとして捉えて地域的な特徴を明らかにし、環境に調
和した持続的な農業形態を提示する。都市への人口集中により顕在化しつつある問題、中央アジア・内蒙古など
における砂漠化の現状をMODlS情報と現地調査を合わせて検討し、アジアの豊かな都市環境作りと砂漠化の防止・
緑地化の方策を提案する。

3) アジアの環境情報システムに関する研究アジア地区の環境に関する総合的情報の収集解析・発信基地を目指す。そ
の中核は、本学内に設置されるTerra衛星によるMODISの情報処理システムの研究とそのクリアリング・ハウス
としての実用化である。自然、社会環境システムの数理モデルや大気拡散モデルの開発、その可視化、可聴化、ア
ジア地区の環境情報に関するメタデータの検索、Web上での公開などに関して調査研究を行なう。さらにそれら
の環境マネジメントや政策決定者などへの支援システム作りを目指す。同時に発展途上国の研究者を対象とした
研修コースを用意する。

共同研究の体制
　本共同研究の体制は、東南アジアからオホーツクまでの生物・農学の研究を推進している東京農業大学をはじめ、モン
ゴルなど中部アジアに関する人文・社会科学的研究を進めているケンブリッジ大学アジアセンター、全地球的規模での環
境に関する研究を行なう海洋科学技術センターなどに属する、学際的な研究者を含めた国際共同研究である。本学の学術
フロンティア共同研究推進センターは、これらを結ぶ共通の情報網の中心的役割を果たすとともに、総合的アジア研究の
まとめと提言を行なう。

期待される研究成果
　地球規模で広がりつつある自然環境の悪化と、それに触発される種々の社会現象、経済、産業、文化に及ぼす影響は、
特に開発途上のアジア諸国にとって極めて重大な問題を提起し始めている。本研究プロジェクトの成果から、MODISに
よる情報の活用も含めて、将来の環境に調和した新しいアジア地域の在り方についての有益な具体策を提案するとともに、
新しい学際的総合研究のモデル確立に貢献することが期待できる。

研究成果の公表計画
学術論文、図書として発表するとともに、国際シンポジウム等を開催し広く成果を公表してゆく。さらにMODISから得
られたデータ、環境情報等は、必要に応じてインターネット等を介して世界に発信してゆく。
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4.共同研究プロジェクトに参加する主な研究者

所属・職 　　　研究者名 共同研究プロジェクトにおける研究課題 当該研究の成果が共同研究

プロジェクトに果たす役割

学長 小田    稔 アジアと人類生存に関わる総合的評価 持続的発展への提言

経営情報学研究科教授 桂   敬一 環境精報と社会情報の相関関係の究明 環境と文化の関係提言

経営情報学研究科教授 大泉 敬子 アジア地域の社会変動と国際関係に関する研究 アジアの平和への提言

経営情報学研究科教授 一言 憲之 アジアの経済開発に関する産業社会学的研究 アジアの経済発展の条件

経営情報学部教授 岩野 秀明 欧米近代主義的文明観の批判的研究 アジア文明の特異性解明

経営情報学研究科助教授 石塚 省二 比較社会学的方法によるアジア社会の特質究明 アジア社会の特質抽出

経営情報学研究科助教授 武井 敦夫 環境マネジメントと環境会計学的手法の確立 環境会計学の具体的適用

経営情報学部専任講師 山崎 和子 都市基盤形成と環境に関するシミュレーション 空間統計学の確立と活用

経営情報学研究科教授 田子島 一郎    アジアの情報メディアと環境の相関関係の研究 環境保全への情報の活用

経営情報学研究科教授 木ノ内 康夫 イメージ情報の自律的な形成と環境適応の研究 動物の環境適応行動解明

経営情報学研究科助教授 小宮山 隆 アジアの環境変化と科学史的観点からの解明 環境の文明史への影響

経営情報学研究科教授 渡辺    正 環境数理モデルに関する研究 数理モデル開発

経営情報学研究科教授 原 慶太郎 アジア地域の自然環境に関する調査研究 自然環境評価

経営情報学研究科教授 岡本 真一 大気環境の数理モデルに関する研究 数理モデル開発

経営情報学研究科教授 小泉 宣夫 環境情報システム開発に関する研究 システム開発

経営情報学研究科助教授 水谷 正大 環境情報のWebによる公開に関する研究 Web開発

経営情報学部教授 笹間    宏 リモートセンシングデータの画像解析に関する研究画像解析手法の開発

経営情報学部専任講師 井関 文一 環境情報システムにおける可視化手法の研究 可視化手法の開発

経営情報学部専任講師 鈴木 英夫 環境情報システムのセキュリティに関する研究 セキュリティの確立

 (共同研究機関等)

英国・ケンブリッジ大学教授 Caroline Humphrey中央アジアの文化と自然環境に関する総合研究 アジアの持続的発展条件

米国・サンタフェ研究所教授 David Pines アジアの環境が米国社会・文化へ及ぼす影響 環境と文明社会の関係

中国・中国科学院教授 童 慶 禧　 リモートセンシングによる中国の環境解析 中国の環境解折

タイ・カセサート大学教授 SanitAksomkoaeアジア地域の自然環境に関する研究 自然環境評価

東京農業大学教授 中村 武久 アジア地域の自然環境(陸圏)に関する研究 陸圏自然環境評価

東京農業大学教授 桑原    連 アジア地域の自然環境(水圏)に関する研究 水圏自然環境評価

千葉大学教授 安田 嘉純 リモートセンシングによるアジア地域の環境解析 環境解析手法の確立

一橋大学教授 関  満博 アジアの環境変化の産業社会学的分析と評価 産業社会学の見直し評価

海洋科学技術センター

地球フロンティア研究システム長　
松野 太郎　  地球変動予測から見たアジア地域の特殊性 　  全球モデルとの関係評価



－14－

Characteristics of the research

 (its distinction, possibility of development, meaning of its implementation)

In the circumstance where biosciences and information sciences have greater importance to-

ward 21st century, Tokyo University of  Agriculture, our affiliated university, has been running

the Academic Frontier Joint Research Promoting Center since the school year 1999, focusing

on the study of“development of living creatures as resources”.

Tokyo University of Information Sciences has been implementing the High-Tech Research

Center, the base of two researches: 1)sciences on brain and mind and 2)research aiming at the

survival of human beings and the environmental preservation on a global scale, as the gateway

to the science technology in the third millennium.

To push forward the above assignments and to contribute to the prosperity of human society,

the joint research group will be organized with our research staffs having  backgrounds rang-

ing from natural and information sciences to humanities and social sciences, together with

international and interdisciplinary researchers from Europe, America and Asia.

Our research organization is the international and interdisciplinary composite joint project

consisting of the three sub-projects: 1) Study on social environment and culture in Asia, 2)Study

on natural environment and culture in Asia, 3) Study on Asian environmental information

system, based on Tokyo University of Information Sciences Graduate School of Management

Information and Tokyo University of Information Sciences High-tech Research Center.

Our research project, headed by Professor Oda and conducted in cooperation with Tokyo Uni-

versity of Agriculture Academic Frontier Joint Research Promoting Center, will push forward

the above three projects with the key word“information”, putting emphasis on Asia as the

focus of research. Asia is characterized by its cultural plurality and variety, while faces many

environmental problems to solve although expected to develop economically. Therefore, an

autonomous Asian development model harmonized with the preservation of global environ-

ment and human society will be sought at the beginning of the year 2000 in view of creating a

“new Asia”.

The MODIS(new earth observing system in Terra satellite launched by NASA) data receiving

base which will be set up in our campus as part of the project, is to be the first one in Asia and

its practical use is highly expected by Asian countries. The satellite(remote sensing) picture

data and other information provided by the system will be distributed to research institutes all

over the world, contributing to the analysis of the drastic Asian environmental changes ex-
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panding on a global scale and to the  preservation of the environment, as well as to the re-

searches in the field of humanities and social sciences. Moreover, the data and information will

be a driving force to the advancement of academic researches together with the results of the

study of our project.

The project will be developed to the“Asian environmental information center”involving the

training of researchers and leading to new independent and associated graduate schools.

The Domain of the research:

Environment, culture and information system in Asia

Accomplished background study in the domain up to this point:

The unprecedented technological progress in the last half of the 20th century has accelerated the

development in industrialized countries, enabling them to execute the domination power

transnationally by means of information technology. On the other hand, the end of Cold War has

blurred ideological conflicts and focused on the confrontation between the economic indepen-

dence and development and the preservation of natural environment, as is seen in the problem

of regulation against green house effect gas exhaust. Above all, the Asia, covering the Central,

East and South-East Asian Continent including the costal areas stretching from northern seas to

the tropical zone, has nourished not only its cultural and ethnic plurality and variety but also the

original Asian thoughts and values in the midst of such a rich and vast natural environment.

However the Asia, facing to the global environmental destruction and informatization, is now

urged to find out the way of its own sustainable development in harmony with the environment.

In order to pursue the objectives of the research, the project requires international and interdis-

ciplinary joint research system as well as precise observed data of natural environment of the

targeted spots, available by processing and analyzing the data sent by the MODIS in Terra

satellite launched by NASA at the end of last year.

Content of the research:

To respond to the above needs, we will conduct a comprehensive study according to the follow-

ing 3 projects.
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1) Study on social environment and culture in Asia

We will study on the economic development and environment in Asian region, finding the way

of social development harmonized with the environment. The necessity of the security policy

against local ethnic riots and natural disasters will be discussed. We will make clear the charac-

teristics of Asian civilization in comparison with others, analyze the effects of environmental

changes to Asian philosophy and concept of nature, and focus on the importance of the preser-

vation of regional civilizations and cultures in the midst of environmental changes. The actual

situation of the process of global digital informational revolution in Asia will be clarified to

find out and suggest how to protect and establish the right informational environment system

in Asia and to minimize the imbalance of access to information.

2) Study on natural environment and culture in Asia

We will analyze the Asian Green Belt expanding from the tropical rain forest area to Siberian

taiga by means of MODIS data and search for the measures to preserve the vast forest belt. By

regarding the agricultural structure with paddy field forming the basis of Asian custom and

culture as the Man-Nature-Culture system, we will find out the regional distinctive features

and suggest the sustainable agricultural patterns in harmony with its environment. We will also

tackle the problems caused by the concentration of population and by the desertification in

Central and Inner Mongolia by analyzing MODIS data and conducting fieldworks, in order to

propose the measures to construct a rich Asian urban environment and to prevent the desertifi-

cation and green the area.

3) Study on Asian environmental information system

We will construct an information base aiming at collecting, analyzing and dispatching compre-

hensive Asian environmental information and data. The core is the MODIS information pro-

cessing system by Terra satellite settled in our campus and the practical use of its clearing-

house. Our study will also develop natural and social environment related mathematical mod-

els and atmosphere diffusion models with their visualization and auralization. The search for

meta-data on the Asian environmental information and its publication on the Web will also be

sought. Moreover, we aim at establishing the assistance system for the managers and decision

makers engaged in environmental problems. At the same time, training systems for the re-

searchers from developing countries will be introduced.
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Framework (Structure) of joint research:

Our research team consisting of an international joint research group will include interdisci-

plinary researchers from the Tokyo University of Agriculture, conducting biological and ag-

ricultural researches on the area from the South-East Asia to the Sea of Okhotsk, Cambridge

University Asian Center, advancing humane and social studies on Middle Asia such as

Mongolia, Japan Marine Science and Technology Center, conducting environmental researches

on a global scale, and so on. Our Academic Frontier Joint Research Center, playing an impor-

tant role as the hub of the network connecting those institutes, will generalize a comprehen-

sive Asian studies and make suggestions for the future.

Expected outcome of the research:

The natural environmental exacerbation expanding on a global scale, the resulting social

phenomena and its effect on the economy, industry and culture have been raising extremely

serious problems on Asian developing countries. The outcome of the research will allow us

to suggest practical measures to take about “what the Asian region should be in the future in

harmony with the environment”, and to contribute to establish new comprehensive interdis-

ciplinary research models.

Publication plan of the outcome of research:

The outcome will be published as thesis, books, by holding symposia. In addition, the envi-

ronment related information such as MODIS data will be distributed on Internet when neces-

sary.

(  Tomoko Sugioka  )
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東京情報大学・学術フロンティアの活動経過

1999年 11月 25日 　文部省から平成１2年度構想調書提出について通知

1999年 12月   8日　 構想調書作成のための前段階打ち合わせ、作成開始

1999年 12月 14日 　構想調書作成のための打ち合わせ全体会議

2000年   1月 11日　 構想調書を学校法人に提出

2000年   1月 14日　 構想調書を文部省に提出、受理

2000年   4月   3日 　文部省よりフロンティア認可

2000年   5月   9日 　第１回学内総括会議（内部研究体制に関する討議）

2000年   6月   6日　 第２回会議（プロジェクト2、3合同会議、研究方針立案）

2000年   7月 11日 　第３回会議

2000年   9月   9日 　フロンティア研究棟地鎮祭・建築開始（次項参照）

2000年   9月 26日　 プロジェクトリーダー会議（第一回 編集会議）

2000年 10月   3日 　フロンティア・セミナー 第１回

　　　　　　　　 　 講師： 一橋大学　関　満博　教授

2000年 11月 15日　 MODIS受信システム設置工事開始

2000年 11月 17日　 アンテナ設置工事完了 ,太陽を基準点として同期を取る調整及び

　　　　　　　　　 アンテナ稼動テストが行われた

2000年 11月 18日 　初の画像受信に成功

2000年 12月 14日 　フロンティア・セミナー第２回

　　　　　　　　 　 講師：千葉大学　安田 嘉純   教授

2000年 12月 20日 　ニューズレター創刊号発行

－18－
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学術フロンティア共同研究事業センター
　-地鎮祭  平成12年９月９日 -

完成予想図

建設予定地　地鎮祭会場

神主による御祓い

松田理事長と小田学長

プロジェクトの成功を祈念する学長

多くの来賓の方々が参列
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MODIS受信システム設置工事

11月 15日午前10時から、東京情報大学にてMODIS受信システム設置が開始された。
10t車による搬入、開梱、及びアンテナ設置で、終了が午後5時。７時間に及ぶ作業となっ
た。最も慎重に行われたのは、屋上までの搬入で、10人がかりで3時間かけ行われた。

1.10 tトラックから搬入

2.本館棟屋上で組み立て準備

3.アンテナ土台部分組み立て

4.アンテナ本体の完成

6.受信システムの調整

7.防護用カバー設置完了

8.情報大の新たなシンボルに

5.画像受信システム
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速報：MODIS受信画像（EOS-AM1による）

11月 18日　日本列島上空

12月 5日　三宅島噴火の様子 （ 画像提供　須崎 純一）
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新着図書新着図書新着図書新着図書新着図書

環境ボランティア・ＮＰＯの社会学 鳥越 皓之 新曜社
歴史的環境の社会学 鳥越 皓之 新曜社
不平等の再検討　　　アマルティア・セン（訳）池本幸生・野上裕生・佐藤仁 岩波書店
不平等の経済学　　　アマルティア・セン（訳）鈴村興太郎・須賀晃一 東洋経済新報社
集合的選択と社会的厚生　　アマルティア・セン（訳）志田基与師 勁草書房刊
グローバル時代の地域戦略 野間重光 ミネルヴァ書房
気候の歴史　　　　　　　　　ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾙ・ﾛﾜ・ﾗﾃﾞｭﾘ(訳）稲垣文雄 　 藤原書店
地球環境の化学　ﾄｰﾏｽG.ｽﾋﾟﾛ　ｳｨﾘｱﾑM.ｽﾃｨﾘｱﾆ（訳）岩田元彦・竹下英一 学会出版センター
江上波夫 文化史論集 -北ｱｼﾞｱ諸民族の歴史と文化 江上波夫 山川出版社
伝統中国の地域像 山本英史（編著者） 慶應義塾大学出版会
農山漁村と生物多様性 宇田川武俊農林水産技術情報協会（監修） 家の光協会
中国の環境問題 小島朋之 慶應義塾大学出版会
ｱｼﾞｱのｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ 石井米雄 山川出版社
生態の地域史 川田順造　大貫良夫 山川出版社
工学は何をめざすのか-東京大学工学部は考える 中島尚正 東京大学出版会
地球環境データブッ　クレスター・ブラウン（訳）地球環境財団 理事長 福岡克也 家の光協会
国際開発学Ⅰ -アジア国際協力の方位 渡辺利夫 東洋経済新報社
挑戦する中国内陸の産業 関 満博　西澤正樹 新評論
よくわかる地球温暖化問題気候ネットワーク 中央法規出版
東北学ｖｏｌ３ 赤坂憲雄 作品社
別冊東北学ｖｏｌ１ 　　　　　赤坂憲雄　森繁哉 作品社
地球環境ガバナンス　ヒラリー・フレンチ（訳）福岡克也・環境文化創造研究所 家の光協会
ＯＤＡと人間の安全保障 多谷千香子 有斐閣
環境保全と交流の地域づくり－中山間地域の自然資源管理システム 宮崎猛 昭和堂
生活と環境の人間学 長嶋俊介 昭和堂
静脈系社会の設計 大橋照枝 有斐閣
稲のアジア史－１ 渡部忠世　福井捷朗 小学館
稲のアジア史－２ 渡部忠世　高谷好一 小学館
稲のアジア史－３ 渡部忠世　田中耕司 小学館
日本の大気汚染の歴史－１ 公健協会大気環境学会史料整理研究委員会 丸善
日本の大気汚染の歴史－２ 公健協会大気環境学会史料整理研究委員会 丸善
日本の大気汚染の歴史－３ 公健協会大気環境学会史料整理研究委員会 丸善
自由と経済開発　　　　　　　　アマルティア・セン（訳）石塚雅彦 日本経済新聞社
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ニューズレター編集についてのお願い

　総括班では各プロジェクト、各研究者間の情報交換
と、文献・その他の情報の紹介、領域全体の活動・運
営に関する総括班からの連絡などのために、つぎの要
領でニューズレターを発行し、相互に利用する。

・題名　　　「Crossroads 」
・創刊　　　平成12年 12月 20日
・発行頻度　季刊
・版形　　　A4 縦　24ページ前後
・内容　　　以下のとおり

a.研究会予告・参加募集
　各研究プロジェクトの構成員の参加も求めるような
場合には、その予告、開催要領を掲載する。執筆の様
式は、特に定めるものはないが、「会合の目的・概要」
を詳しく記載する。

b.研究会報告
　ニューズレターに予定を掲載したすべての研究会に
ついて、事後に報告を作成、次の号のニューズレター
に投稿する。ニューズレターは、この研究会報告を中
心的な部分とする。

(1)記載事項：会合名・会議タイトル、開催日時、場
所、出席者の所属機関名・氏名、会合の内容と今
後の予定。

(2)原稿の量：原則として、ひとつの研究会当たり、会
合の内容と今後の予定について1,200字程度とす
る。小さい会合の場合は、これより少なく、必要
と思われる会合については、これより多く執筆し
ても差し支えないこととする。開催日時・場所・
出席者名などは明記。

c.調査報告
　出張調査、アンケート調査など、研究に付帯する調
査の実施についても、事後、一定の節目で報告を
ニューズレターに投稿する。記載事項、原稿の量は研
究会報告と同じ。

d.研究成果の中間的報告
　各研究班の成員が、中間的な過程で、所属機関の紀
要・一般刊行物への寄稿などを通じて、この研究の産
物の一部を発表した場合、情報交換のため、重要と思
われるものは、その発表の概要をニューズレターに報
告する。原則として1件1,200字以内とする。

e.文献・資料の照会と紹介
　この研究領域に関する文献・資料の情報交換を行
う趣旨で、探しているものの問い合わせ、有益と思
われるものの紹介に関して投稿を求め掲載する。

f. 投稿
　以上のほか、今後の研究課題の選定、研究活動の
進め方などについて意見があれば、投稿を歓迎する。
総括班(編集部)で検討し、適当なものをニューズレ
ターに掲載する。

g.総括班連絡
　領域全体の運営に関係する連絡事項の伝達、各プ
ロジェクトの研究活動のうち、とくに参考となるも
のについての詳細な情報提供などを、総括狂が行な
う。

※投稿の方法
　投稿の方法は以下の方法を標準とするが、これ以
外の方法を希望される場合は事前連絡をお願いした
い。

a.ワープロあるいはパソコンによる入力
フロッピーと、プリントアウトした原稿の両者を一
緒に、東京情報大学 学術フロンティア プロジェクト総
括班 -代表・田子島宛に送付する。総括班は、それを
もとにDTPで編集・制作する。

b.ファイルはMicrosoft Wordの doc形式を基本とす
る。word95,97,98,2000のどのバージョンでも構わな
い。また、一太郎、OASYS形式のファイルも提出可
能であるが、バージョンによって読み出せないもの
があるため、事前に相談の上、対応したい。表形式
のファイルについてはMicrosoft Excelの xls形式を基
本とする。95,97,2000の各バージョンを問わない。
Lotus 123のファイルはExcelで開けるものであれば受
けつける。

原稿送付の方法に関しては、次号ニューズレターで
さらに詳しくお伝えする。



このフロンティア・ニューズレターのタイトルである「Crossroads」は、編集担当のT.S.

さんの発案である。多くの国や地域、内外の大学や研究機関とそこの研究者、あらゆる

学問分野、異なる文化や民族、さらには宇宙と地球、陸と海と大気と・・・・それらの

交流の場であり、情報の交差点になりたいという願いをこめている。ぜひとも皆様のお

役に立つものに育てて行きたいと思っている。ご協力のほどお願い申し上げます。（I.T.）

Crosssroadsは人、モノ、カネ、情報の行き交うところ。異質なものが出会うところには

反発や葛藤がある。だが、次第に交流を深めるにつれ互いに理解し合い、やがて惹かれ

合いながら融合し、それまでにない新しいものを生み出してきたのが我々人間ではない

だろうか。この“Crossroads”が、学術フロンティアの趣旨である「学際」にふさわし

い、出会い、交流、そして融合の場となれば、と願っている。（T.S.）　

　

次号「Crossroads」では、総括班が提供するもう一つのメディア、インターネット版

「Crossroads」について御案内する予定です。紙のニューズレターが刊行される間に生ま

れる情報をより早く研究メンバーにお伝えするために、随時更新される電子スケジュー

ル表、電子回覧板、電子会議室といったインターネット版ならではの情報サービスを提

供します。ブラウザからの利用方法や、i-mode, PDAを使ったアクセスの方法などをお

伝えする予定です。(K.N.)

編集後記
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