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情報大・フロンティア計画が眺望する研究領域の広がりと課題

大学院研究科 委員長　桂　敬一

「アジア的」世界の構造転換―共生的地域の創成と日本の役割

　いよいよフロンティア計画の２年度が始まった。フロン

ティア研究棟完成待ちだった１年次と違い、３つの研究プロ

ジェクト・グループそれぞれが、本格的な共同研究活動を具

体的に進展するよう、求められることになった。ところで、

これらグループや、それぞれの研究員は、いったいどのよう

な共通の問題意識、あるいは大きなパースペクティブを共有

し、そのなかに各自の研究課題を位置づけていくことができ

るのだろうか。本稿は、そうした共同研究の基礎的な条件を

確立するための議論を起こすことを目的に、試みの研究構想

を提起するものである。ご批判を乞いたい。

１．「アジア的」とはどんな意味であったか

　フロンティア計画では、アジアをつねに視野に入れていく

必要があるが、アジアとはいま、いったいどのような意味を

もつのであろうか。それはただ、地域的な意味だけに限られ

るものなのであろうか。

　近代の学問がアジアを問題とするようになったのについて

は、マルクスの「アジア的生産様式」なる概念構成が大きな

きっかけをつくったといえる。それは、アジア的、古代的、

封建的、近代ブルジョア的と、生産様式の発展を系譜づける

捉え方であるが、実はそれは、曖昧で停滞的なアジアという

茫漠たる概念の提起に終わっているきらいがないではない。

そして、こうしたアジア観が、西欧のアジアを見る目とし

て、ずっと引きずられてきた現実が存在する。

　これに対して明治期に入った日本は、自分がそこに帰属す

る意識をもちつつ、「アジア主義」（大亜細亜主義、東亜主義

など）を生み出した。淵源は、西郷隆盛（征韓論）に発し、

そこから民権派（植木枝盛など）、国権派、２様の思潮が派

生する。また、宮崎滔天（終生、辛亥革命支援）、岡倉天心

（アジア文化主張）らが、国際社会におけるアジア各国の独

自の地位の確立に努力したのに対し、覇権主義的傾向でアジ

アに臨むものも輩出した。そのなかには、近代主義者として

の福沢諭吉（脱亜論）、国粋主義者・国家主義者としての頭

山満・内田良平（玄洋社―黒龍会）がおり、その後、両者の

要素は合体し、軍部・新官僚・満鉄の人脈が形成され、日本

のアジア侵略の正当化に努めた。

　第２次大戦敗戦とともに、日本のアジア侵略は、欧米植民

地主義とともに、世界史的文脈のなかで否定され、アジアに

反植民地主義と、民族国家の独立運動が広がった。さらに、

米ソ冷戦構造のなかで、スカルノ・周恩来が主導するバンド

ン会議（1955）が、工業先進国の依拠する世界観に衝撃を及

ぼし、それはユーゴ、キューバを含む非同盟運動や、アジア・

アフリカ・ラテンアメリカ運動の発展へと道を開いた。

　８０年代、アメリカの経済力の弱まりや、日本を中心とす

るアジア各国の工業化の発展を受け、アジア経済と称し得る

地域経済圏（ASEAN、NIES）の形成と興隆がみられること

となった。また、改革・解放に転換した中国の経済成長も目

覚ましい。その流れは、否応なくアジアをグローバリゼー

ションの流れに巻き込むことになったが、９７年のアジア通

貨危機や日本の経済不振をみると、アジアは、グローバリ

ゼーションにただ呑み込まれるだけなのか、独自の地域経済

圏を確立することができるのか、そこで日本はどのような役

割を演じ得るのか、あるいは演ずべきなのかが、大きな問題

となっている。

２．非西欧的世界に対する西欧近代の普及の無効化

　ロシア革命は、西欧近代の思想的潮流が生み出した革命理

論（ブルジョア民主主義・資本主義・近代主義に対する批判

とそれらの乗り越え）の実践の結果であったが、それによっ

て成立したソビエト型社会主義は、無残にも破綻し、欧米国

民国家を超え得る政治・経済社会モデルにはなり得なかった。

　西欧先進国は、発展途上国の社会開発や近代化を援助する

際、自国の発展過程をモデルとすることが多いが（Ｄ・ラー

ナー、Ｅ・Ｍ・ロジャースらの普及理論、発展モデルなど）、

そのような方式で行われた国連など国際機関の開発援助や先

進国ＯＤＡは、失敗に帰した例が少なくない。

　また、もと宗主国による旧植民地国の再編も、古い利権に

執着したり、文化的影響力の保持に腐心するあまり、民族紛

争の放置や拡大、開発独裁の温存、人権や文化の抑圧への荷

担などの結果を招来することも多く、二重基準の誹りを免れ

えず、ときにそれらは、「犯罪」とみなすべきではないか、と

さえ思えることもある。

　そして、９０年代の経済の自由化、世界における市場経済

の野放しの自由を主張する、アメリカ流のリベラリズムとグ

ローバリズムは、９７年のタイ・バーツの暴落と、それが引

き起こしたアジア経済の危機にみるように、先進国の開発途

上国に対する収奪の規模の巨大化、そのスピードの高速化と

影響力の及ぶ範囲の拡大は、これまでの世界経済の動きには

みられないアナーキーなものとして出現した。ヘッジファウ

ンドの行う金融工学を活用した巨額の通貨取引は、容易に小

規模な途上国の政府予算を踏みにじった。しかも、その後、

救済に乗り出した世銀、ＩＭＦやＷＴＯは、リベラリズムと

グローバリズムの貫徹が図れる環境の修復を最優先の課題と

した。

　このようなグローバリズムが、先進国メディア資本の進め

るグローバルな情報化によって促されている側面も重視する

必要がある。そこに生じる新しい文化帝国主義は、かつての
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ボイス・オブ・アメリカや、Ｗ・ディズニーのような、イデ

オロギー色が露骨な文化帝国主義ではなく、メディアのグ

ローバルな商業的展開が、ひとりでに途上国の文化を押し

のけ、代わって送り手国の消費文化を浸透させるものとし

て生じている（Ｊ・ナイ「情報革命」）。だが、その基底には、

「文明の衝突」（Ｓ・ハンチントン）を考えるとき、西欧文明

だけが普遍的であり、イスラム文明や儒教文化は異端であ

り、危険だとする思想が、執拗に流れつづけている。

３．西欧先進国自身の行き詰まりと近代化の見直し

　西欧近代の論理や価値観は、１９６０年代後半、みずから

の社会や文化圏でも、行き詰まりや破綻をみせることに

なった。欧州全域で１９６８年、広範な「異議申し立て」の

運動が起こり、西欧型正統文化の支配を拒否する動きが公

然化した（ベトナム反戦を加えると、アメリカもその流れに

参加したといえる）。それだけではない。実存主義の新しい

発展、構造主義の台頭は、ソビエト型マルクス主義も拒絶、

グラムシ主義の再評価（ユーロ・コミュニズムの展開）、

「ニュー・レフト」の中心となったブリティッシュ・カルチュ

ラル・スタディズ（Ｓ・ホール）などの運動が、政治・社会・

文化運動を活性化した。

　資本主義的産業社会の文明に対する批判（Ｉ・イリイチ

「シャドウ・ワーク」、Ｊ・ボードリヤール「記号の消費・象

徴の交換」）や、植民化された生活世界の回復を求める主張

（Ｊ・ハーバーマス「公共圏」）が、人々の関心を惹きつける

こととなった。

　資本主義がけっして一枚岩ではなく、その世界システム

が内部に大きな矛盾を秘めている実態も明らかにされた

（Ｍ・アルベールらレギュラシオン派の資本主義批判。資本

主義システム間の不均等発展と競争矛盾を指摘）。そこにお

ける世界経済に対する一元的な覇権形成への反対は、しだ

いに明確なネオ・リベラリズム批判、グローバリズム批判と

いうかたちを取っていった。

　また、先進工業国にとって「第三世界」の存在は、外国の

問題とだけ考えるわけにいかなくなった。６０年代以降の

高度経済成長期、主に南の世界に属する国々から多くの外

国人労働者を受け入れた先進工業国ではその内部で、これ

ら移住者の子どもたちの市民化が進み、先進工業国自体の

社会も、多様なエスニック社会としての特徴を備えるよう

になっていったからだ。混住するそれら多様な民族の価値

規範を、一つの伝統的な西欧文化のそれに強制的に適合さ

せることは不可能である。西欧的社会慣習や文化観と併存

するかたちで、米の公民権運動、各国での外国人市民の市民

的権利の拡大、教育・文化面における文化多元主義的政策の

採用が進んだ。一方、これに反発するネオ・ナチ運動のよう

な、排外主義的・国粋主義的な大衆の反乱も生じた。

４．欧米における近代の超克への模索

　６０年代末期から７０年代初頭にかけて、先進工業国の

経済成長路線追求自体に、行き詰まりがみえ、１９世紀以来

の工業化と資本主義の発展を通じての近代化が見直しを迫

られる状況となった。ローマ・クラブ報告「成長の限界」

（1972）は、水・食糧・エネルギーの資源的限界が、これま

でのような経済成長の追求を不可能にさせるので、人口増加

の抑制を図る必要があるとする、ネオ・マルサス的な地球観

を明らかにした。人類全体が運命をともにする「宇宙船地球

号」という考え方も、提唱された。

　企業排出物による公害の発生、産業廃棄物の増加、乱開発

による自然環境汚染、地球規模での環境破壊が各国で大問題

と化し、それらへの対応が早急に検討されなければならない

状況が現出した。

　強力な中央集権体制のもとで強大な主権国家を実現、国家

の主導によって国民経済の発展を追求するという考え方が修

正され、地域住民の生活圏を住みやすく、豊かにすることに

重きを置く分権主義的な思想が支持されるようになり、ロー

カリズムの復権が重視されるようになった。

　また、１９世紀的国民国家形成期の主役＝国民や、その主

たる構成員＝男性を中心とする社会・文化の運営のあり方が

批判されるようになり、フェミニズムの主張が強まり、実際

に女性の社会進出が７０年代以降、飛躍的に拡大した。ま

た、社会の人間化が求められ、障害者や外国人市民など、社

会的マイノリティの立場を尊重、彼らの暮らしやすさの実現

を通して、普通の市民にとっても暮らしやすい社会を実現し

ていく、とする考え方が広く支持されるようになっていった。

　地球規模での成長の見直し、環境保護、フェミニズム、マ

イノリティの人権尊重などは、必然的にグローバル・イッ

シューとなり、そうした問題との取り組みは、主権国家のあ

り方、役割を全面的に見直させる契機となった。また、情報

化の広がり、経済・通商活動の国際化は、ＥＵを典型とする

ような地域連合の形成や拡大を世界各地に促し、この面から

も、主権国家あるいは国民国家の見直しが迫られることに

なった。

　先進工業国は、植民地支配は解消したものの、途上国の自

立を助け、発展の格差を急速に是正する大きな責任を負って

いる。いわゆる「南北」対立への対応であるが、その有効な

方策が確立され、着々と実施されるようになっているとは、

到底いいがたい現実が横たわっている。また、いまも多数存

在する民族紛争の発生には、欧米先進工業国の責任があると

いわねばならないが、これもまた、適切な解決が図られるよ

うになっているとはいえない（旧ユーゴ、パレスティナ、イ

ラク、タリバン、コンゴなど）。

５．非西欧的世界の自己主張・異議申し立てと南北対話の萌芽

　西欧近代の主導権によるその普及だけでは、世界の問題の

どれも、もはや完全に解決することは不可能である事実は、

非西欧的世界からの西欧に対する「反逆」によっても、歴然

たるものなっている。石油ショック（1973）は、アラブ産油

国の世界経済に占める重要な地位を、国際社会に認識させ

た。工業用原料産出国が結成したロメ協定（国際的な価格カ

ルテル機構。1975）も、同様の効果を発揮した。途上国は国

際コミュニケーションの不均衡も問題とし、ユネスコに新し

い国際コミュニケーション秩序を築くための検討の場をつく

らせた（1977）。西欧社会がこれら非西欧的社会の声、主張
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に耳を傾け、一緒になって考えるときはよいのだが、そうい

う歩み寄りや、理解への姿勢がみられないとき、非西欧的世

界のなかに原理主義が台頭、それがテロのかたちを取って西

欧社会に衝撃を及ぼす危険性も生じた。

　Ｅ・サイードは、非西欧的世界の社会や文化をみる西欧世

界の眼差しには、無意識のうちにも前者を普遍から切り離

し、異端とみる意識が含まれている、と批判し、異なるもの

もありのまま受け入れることのできる、新たな普遍を見出す

思想を確立することを、提唱する（「オリエンタリズム」

1978）。

　川田侃・鶴見和子は、途上国それぞれのヴァナキュラーな

力、条件を生かした「内発的発展」を追求することの重要性

を強調、インド出身の経済学者、アマルティア・センは、低

開発状況にある国においても、民主主義の深化こそが経済的

な悲劇を回避する最良の方策であり、開発独裁は許されるべ

きでない、と主張する（「貧困と飢饉」「不平等との再検討」

「自由と経済開発」）。そこに共通するものとして、持続可能

な発展（sustainable development）を重視する考え方を、認め

ることができる。

  西欧世界においても、世界を新しい視点からみる思想的活

動や、学問・研究が着実な前進をみせるようになった。アメ

リカのレスター・ブラウンのワールド・ウォッチ・インス

ティテュートは、１９８４年から「地球白書」を刊行、環境

（自然・社会）を、全世界が共通した問題意識によって考察

できる条件を整えた。カルチュラル・スタディズはいまや、

政治学、国際関係論、歴史研究、文化人類学、マスコミ論な

どを網羅する広領域の研究の世界を実現、ポスト・コロニア

ル、周縁（周辺）、ディアスポラ、ハイブリディティ、アイ

デンティティ、グラムシ主義の現代化（ヘゲモニー理論の発

展）などのキーワードによって、現代世界の問題の絡み合い

を解明し、それらの政策的解決への道を探っている。

　このほか、鶴見良行による定住型国家への執着を捨て、移

動分散の社会への移行を目指す主張（「マングローブ」）、ア

ルベルト・メルッチによる主権国家を超えた市民の生き方の

提唱（「現代に生きるノマド（遊牧民）」）は、新しい社会、新

しい人の生き方の可能性を垣間見せてくれる。

　Ｉ・ウォーラスティンは、これらの世界のあり方や人の生

き方が、アメリカがその貫徹を願うネオ・リベラリズムやグ

ローバリズムとは異なる次元における世界システムのなかに

存在することを明らかにする（「転移する時代　世界システ

ムの軌道 1945-2025」）。一方、Ａ・Ｇ・フランクは、ウォー

ラスティンの思想はまだ欧米中心に傾きすぎていると批判

し、近い将来におけるアジアの役割の比重の増大を予言する

（「リオリエント　アジア時代のグローバル・エコノミー」）。

　また、地域がグローバリズムに適合しつつも、それに蹂躙

されずに自立していくための方策や運動も、２１世紀ととも

に、大きく発展しようとしている。ベルナルド・リエターは、

地域通貨制度の可能性を論じ（「マネー崩壊　新しいコミュ

ニティ通貨の誕生」）、フランス中部高地・ミヨの農民、ジョ

ゼ・ボヴェは、マクドナルドの店舗打ち壊し運動の意義を明

らかにした（「地球は売り物じゃない」）。

　そして２００１年１月、主要工業先進国の政府首脳や財界

人たちがダボスの賢人会議（世界経済フォーラム）に集まっ

たとき、同じ時期に地球の反対側、ブラジルの.ポルトアレ

グレで「世界社会フォーラム」が開かれ、そこに北側からは

ジョゼ・ボヴェはじめ、かれのような農民や、環境問題、民

族問題、平和運動などに取り組むＮＧＯ・ＮＰＯなど、市民

団体の代表・活動家たちと、南側の世界からは各国政府・議

会の代表や自治体首長、商工自営者、政府批判派市民団体の

代表たちなど、南北取り混ぜた世界中の人々が集まり、ネ

オ・リベラリズム、グローバリズム、ＩＴ革命の推進を謳う

ダボス会議の路線に反対する立場からの大討論を行った。

６．近代主義的学問と科学（デカルト的哲学とニュートン的

科学）の見直し

　このような歴史的・社会的情勢の転換のなかで、学問・研

究は何をなすべきなのであろうか。学問・研究にも、その目

的の選び方や、それを達成しようとする際の方法の選択に関

して、思い切った自己改革が求められているのではないだろ

うか。

　近代主義的な学問的思考のなかで「自己」はまず、絶対的

な「主体」としての形成、確立が要請されるものであり、そ

れが客体を構成する周辺対象を認識し、その意識の「所有」

をもって自己の「存在」が確認される、とする考え方を、当

然のこととみなしてきた。しかし、絶対的な自己やその主体

の発現だけで、自己の存在は確認しきれるものだろうか。他

者との関係性によって―他者の目によってはじめて存在する

こととなる自己、自己の所有からはみ出す自己も、あるので

はないだろうか。

　また、国民国家を中心とする視点を脱却、解体しなけれ

ば、相互依存関係の国際的な広がりのなかで、適切な歴史認

識をもつこともできない。国民文化とか国語という言葉が意

味することも、見直しを迫られているのではないか。

　ダーウィニズムから派生した近代主義的な社会進化論は、

適者生存、自然淘汰という考え方を下敷きにし、永続的な進

歩を予定する思想を内容としてきた。しかし、ダーウィンの

natural selection（自然選択）のコンセプトは、弱肉強食を意

味するような、あるものによる他のものの淘汰と排除、強者

の生き残り、それによるリニアーな進歩・発展、というよう

な関係やプロセスを意味するものではない。そこには、con-

viviality（イリイチ）、共生＝symbiosis、協働＝synergyのよ

うな動きや働きが存在することも、予定するものであり、生

物の多様な存在を前提とする、多様な変化の継続を意味する

概念である。そのように捉えられた生命世界のなかで生物

は、みずから進化を選び取る仕方で適応を繰り返すのであっ

て、あらかじめ適応条件を規定された要素還元論的な世界

や、それらの法則要因によって方向づけられた決定論的世界
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の論理にのみ従うものではない。

  イリヤ・プリゴジンによる、ニュートン的法則世界からの

逸脱、新しい不可逆的な変化の生起と秩序の成立の捉え方

（「確実性の終焉」）、エリッヒ・ヤンツの自己組織化の考え方

（「自己組織化する宇宙」）、スチュアート・カウフマン（「自

己組織化と進化の論理　宇宙を貫く複雑系の法則」）や米サ

ンタフェ研究所（複雑系の研究）による複雑系の思想、ジェ

スパー・ホフマイヤーによる、唯脳主義的決定論やＤＮＡ決

定論を乗り越える「生命記号論」、中村桂子の「生命誌の世

界」観、「共進化」という考え方（ 川上紳一）などが、新し

い地球観を検討するとき、興味深い視点を提供してくれる

ように思える。

　Ｊ・ギブソン、佐々木正人らの「生態心理学」研究者は、

affordanceという考え方、構想を提唱する。生物は自分から

世界と関わり合い、進化を選び取ることができる。そのとき

の「自然選択」は、他を淘汰して生き残るというようなもの

でなく、より多く他に調和することができるものが、よりよ

く生き、発展するのだ、ということを意味する。

　また、要素還元的な方向には向かわず、全体性を重んじ、

自己をもその世界の一部に化そうとする東洋思想が西欧社

会でも注目され、それへの接近がいろいろなかたちで図ら

れていることにも（Ｍ・カルタンマルク「老子と道教」な

ど）、注意を払っていくべきであろう。

７．日本はアジアを発見できるか、共生できるか

　多くの論者が、日本のナショナリズムの独自性を、日本固

有のもの、他にないものとして語りがちだが、加藤周一は

「日本文化は雑種文化」である、と喝破する。では、雑種文

化は、どんなアイデンティティを確立できるのだろうか。網

野善彦の「日本歴史」の捉え方は、政治・文化・社会、あら

ゆるもの・ことに関して、日本の内部が多元的で、複雑なも

のだったことを証明しようとする狙いをもつ。赤坂憲雄は

「東北学」の名乗りをあげ、日本のなかの文化の多様な差違

の解明に努めている（「東北学」「東西/南北考」）。このよう

な多元性と多様性をもって自己を捉えることによってアイ

デンティティを確立することも可能なのではないか。多様

なアジアにリンクできる自分を発見できるのではないか。

　日本のかつてのアジア主義を批判的に乗り越え、アジア

のなかの日本の視点を、戦後あらためて獲得しようとした

竹内好、沖縄を拠点に「脱北入南」を提唱する新崎盛暉（季

刊「けーし風」主宰）、辺境の世界としての北方アジア、原

住民居住地域と日本の自由な交流の歴史的事実を明らかに

し、欧米近代史のメーン・ストリームからは予想もできない

共生の可能性を示唆するテッサ・モーリス・鈴木（「辺境か

ら眺める」）、歴史認識が国際的性格を帯びる必然性を指摘

し、日本がそうした条件のもとで、アジアが納得できる歴史

認識を身につけるよう促すノーマ・フィールド（「祖母のく

に」）らは、日本としては、アジアに対する新しい関わり方

を発明する必要があることを、はっきり指摘するものである

といってよい。

　一方、日本内部にも、多くの外国人労働者を受け入れた結

果、すでに多民族社会ができつつあり、その安定した発展を

促すどのような政治・経済・社会・文化に関わる政策展開を

図るかが、現実的な課題となっている。その行方にも注意を

払う必要がある（駒井洋「日本のエスニック社会」）。

  また、日本発の大衆娯楽や、情報化の国際的進展に伴う日

本メディアの進出も、アジアにおいて大規模化している。そ

れは、一過性のものに終わるのか、永続的な文化の共有化の

一部を構成するものとなっていくのか、今後の動向が注目さ

れる（五十嵐暁郎編「変容するアジアと日本―アジア社会に

浸透する日本のポピュラーカルチャー」、岩淵功一「トラン

スナショナル・ジャパン　アジアをつなぐポピュラー文化」、

石井健一ほか編著「東アジアの日本大衆文化」など）。

  アジアの社会開発および産業開発の実態と問題点を、日本

の役割まで含めて、長期にわたって追及してきた西川潤、村

井吉敬、関満博などの仕事にも、注意を怠ることができない。

　そのうえで、ケント・カルダー「アジア危機の構図　エネ

ルギー・安全保障問題の死角」、原洋之介「アジア型経済シ

ステム　グローバリズムに抗して」、島田克美・藤井光男・小

林英夫「現代アジアの産業発展と国際分業」など、２１世紀

初頭である現在の地点に立って、アジアにおける独自の経

済・産業開発の仕組みの構築や、それらの安定的な運営を目

指す議論が活発に起こっている状況に注意し、その議論の流

れから目を離さず、これを一貫してフォローしていく必要も

ある。

　さらに日本は、真にアジアの一員たらんとするのであれ

ば、２１世紀のアジアにふさわしいアジアの一国、あるいは

民族としてのアイデンティティを、はっきりと示せるように

なる必要がある（石井米雄編「アジアのアイデンティ

ティー」）。

　日本はまだ、このようなアジアへの有効な関わり方を、発

見したとはいいがたいところにある。フロンティア計画で

は、日本のそうした適切なポジションを見出すことが、まず

重要な課題になっている、といわねばならない。

　ともあれ、いまアジアで起こっている問題を自由に取り上

げ、その解決をアジアに合ったやり方で、どのように図って

いくかが、フロンティア計画では重要な仕事になる。そうし

た共同研究をプロダクティブに推進するには、複合的な研究

領域を背景とするみんなが、どれだけ自由に、また柔軟にも

のごとを考えていけるかが、カギとなる。また、異なる領域

を超え、活発に研究討議を行っていくことも、重要な要素と

なる。
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　本学の学術フロンティア研究プロジェクト「アジア

の環境・文化と情報に関する総合研究」が動き始めた

昨年の４月から本年の３月まで、私は様々な皆さんの

御協力のおかげで、台湾の国立中興大学で研究と学習

の日々を送る機会を得た。台湾は飛行機で３時間の隣

国であり、日本に最も近いアジアのひとつであり、と

ても近親感の持てる地域である。しかしながら、その

社会環境や文化は、日本とは様々な点で異なってい

る。

　日本と同様に島国である台湾は、日本の九州と同程

度の広さで、気候は海洋性である。私の暮らしていた

台北は、地理的には沖縄の南西諸島と同じぐらいの緯

度であり、気温や湿度など気候的にも類似点が多く、

曇りや雨の日が多い。

このように地理的な近さや気候的な類似性はある

が、社会環境や文化は中華世界の性質が顕著である。

たとえば言語は中国語であり、特に私のまわりの大学

生たちは標準語（北京語）を話していた。ただし彼ら

を含めて、多くの人々は家では台湾語を話している。

また、市街地の雰囲気などの様相や盛大に祝う旧正月

（春節）や中秋節などの行事の面でも、中華世界の性

質が現れている。

  アジアのフロンティア台湾に学ぶ：中華世界の社会環境と文化

総合情報学部 経営情報学科 助教授  武井 敦夫

   台湾は日本との関係も深いが、やはり中華世界の一

員であり、そして他の中華世界とのつながりが強い。

たとえば、海峡をはさんだ対岸の福建省、古くからの

関係が深く相互交流が盛んな香港、経済的関係が深い

広州、あるいは指導者の交流関係が深いシンガポール

などがある。また近年は、経済交流を中心にして大陸

（中国）との関係が発展しており、上海市長が台北市を

訪れるなど自由な活動が展開しつつある。このように

広がりと奥深さを持つ中華世界の一員である台湾では、

経済力および情報力が国家の安全と発展の源泉である

との意識が強く、近年のＩＴ（情報通信技術）を活用

した経済活動に敏感である。

　こうした台湾において、私の研究課題は「経営環境

分析における会計情報の役割と情報システムの比較研

究」であり、中華世界の社会環境や文化を背景にした

経営環境に着目して、日本と台湾の会計情報システム

について比較検討を実施してきた。

日本と台湾の全般的な会計情報システムの相違につ

いて考えてみたい。一般に日本の会計情報システムは、

独自に考えられたシステムに欧米のシステムへの対応

を考慮して構築されている。この場合、基本的なシス

テムは日本独自の要求に適応する面が強く、そこから

作成される会計情報も日本的な特色が強い情

報となる。これに対して、台湾の会計情報シス

テムは欧米のシステムを多く取り入れており、

特にアメリカとの関係が強いためアメリカの

会計情報の要求に良く適応した会計情報シス

テムが取り入れられている。

このような会計情報システムの相違は、ど

のような理由から来るのであろうか。これに

ついては様々な考え方があるが、有力な考え

方の一つとして、会計情報システムのコンセ

プトの相違があるように思われる。日本は経

済規模が台湾と比較して大きく、高度経済成

長などの成功体験が強かったために、これま
写真1：雨上がりの中正記念堂にて
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でうまくいっていた会計情報システムを変えていく事

に抵抗感が大きかった。つまり会計情報システムのコ

ンセプトが安定性に傾斜しており、あまり柔軟ではな

かったのである。

これに対して台湾は、経済規模や国際的な立場の違

いから、変化に対する柔軟性が高かったものと思われ

る。台湾も成功体験を持っているものの、経済環境や

国際情勢の変化に対する対応が迅速であり、安定性ば

かりを求めていなかったと考えられる。このような経

営環境の変化に対する適応の速さと変化に対する柔軟

性が、日本と台湾の会計情報システムの違いを生じさ

せたと思われる。

このような変化に対する適応の速さと柔軟性につい

て考える場合、先に示した中華世界の広がりからも窺

えるように、中華世界との関係、特に中国との関係が

重要であることは言うまでもない。変化に対する適応

の速さと柔軟性は、生き残りのために台湾が必要とし

た特性であり、中国との歴史的な関係から身に付けた

ものであると思われる。こうした特性は台湾の政治、

経済、社会、文化といった様々な要素について見られ

るものであり、より広い環境から考察していく必要が

あると考えられる。

さらに台湾は、日本・アメリカ・中国との微妙な関係

の上に活動しており、国立中興大学の友人の言うとこ

ろでは、現在は変化の激しい環境の下で「東洋のスイ

ス」を目指している。そして、台湾は変化の激しいフ

ロンティアであり、現在大きな変化に見舞われている

日本が学ぶべき点も多いと思われるのである。本稿の

写真２：国立中興大学（台北校区）正門前にて

題名とした「・・・台湾に学ぶ」には、台湾から（台

湾を手本として）学ぶという意味と台湾において（現

地で）学ぶという意味の両方が含まれている。日本が

台湾から学ぶべき変化に対する適応の速さと柔軟性、

そしてこれを支えるしたたかな交渉力は、日本に欠け

ているものであり、日本が早期に取り入れなければな

らないものである。また、台湾の現地で垣間見た中華

世界の広がりと奥深さについては、これからも研究を

進めていきたいと考えている。

写真３：国立中興大学商学院研究室にて
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長江下流域の経済開発の現状
－江南を中心に－

 総合情報学部 経営情報学科  教   授  一言　憲之

 総合情報学部 情報文化学科 助教授  小宮山　隆

　平成12年 2月 23日～3月3日にかけて一言、小宮
山は長江下流域の経済開発及び科学技術、特に情報
技術に関する現地予備調査を実施した。調査協力企
業等の日程が変わり、スケジュールの一部変更を余
儀なくされたが、それ以外は順調に予備調査を消化
することができた。
　予備調査は上海を起点に長江下流域の浙江省を中
心－杭州市、蕭山市、紹興市－に実施した。
　本報告では予備調査の前提となる基本的条件にふ
れながら調査報告の一部を紹介することとする。
(プロジェクト１関連）

(1)浙江省の地理・人口・行政区分
　浙江省は、長江下流域のデルタ地帯に位置し、東は
東シナ海に面し、西側は安徽省、江西省、南側は福建
省、北側は上海、江蘇省に隣接している。
　同省の面積は、101,800km2（日本の面積の約27％）
で山地70.4％、平野 23.2％、河川 6.4 ％で“七山一
水二分田”とも呼ばれている。
　人口は4,467万人（1999年）で全国31の一級行政
単位（北京、天津、上海、重慶の四つの中央直轄市、
22の省、五つの自治区）の中では第11位であるが（最
大は四川省の8,550 万人。ただし、中央直轄市の重
慶3,075 万人は除く）、アジアの国々の中ではミャン
マーや韓国の国家人口にほぼ匹敵する。日本に置き
換えてみれば、関東地方（一都六県）に新潟・福島両
県を加えた人口がそれに近似するスケールである。
　省人口のうち、農業人口が約 3,520 万人、非農業
人口が約 947 万人で、その割合は農業人口 78.8％、
非農業人口は21.2％でおおよそ８：２である。
　全省をマクロ的にみると、山岳地帯が多く耕地面
積が少ない。その上、鉄・石炭等の資源にも恵まれて
いない。この自然条件から浙江の人々は商人として
中国国内から海外に目を向けるようになっていった
といわれる。また、零細な農業を補うために家内工業
的な繊維等の加工業（日本の零細な農村地域にもみ
られたいわゆる「賃仕事」）にも従事するようになっ
た。
　杭州市を省都（10大中心都市）として、省轄市（地
級市）10市（計画単列都市の一つである寧波、温州、
嘉興市、湖州市、紹興市、金華市、台州市など）と行
政公署１区で構成されており、その下に県（市）とし
て市轄区24、県級市25、県39の計88、鎮1,006 、郷

826、村43,108の行政組織がある（99年末現在）。

(2)経済概況
　改革開放当初、同省のＧＤＰは一級行政単位の中で
13～ 14位程度であり、中位の経済的実力をもつにす
ぎなかった。しかし、90年代に入り上海の後背地であ
るという優位性を生かしながら、経済発展を加速し大
きく飛躍してきた。現在、中国大陸の経済発展が続く
中で、高い成長率を維持している活力のある省の一つ
に数えられている。
　1999 年の中国全体のＧＤＰは、81,911 億元である

が、同省のそれはその約 6.5％にあたる5,365 億元で
あった。ＧＤＰ 5,365億元は広東省、江蘇省、山東省
についで４位の高い水準にある。実質的な経済力を示
す一人当たりのＧＤＰも約12,000 元／年で、上海の
27,370元／年、北京17,300元／年、天津15,120元／年
には及ばないものの広東省 11,640 元／年、江蘇省
10,670元／年を上回るレベルに達している。
　温州モデルに代表される郷鎮企業と並んで、沿海部
という「地の利」を生かした外資の導入にも積極的で
ある。
　99年の外資の利用状況をみると、外国企業投資件数
は1,143 件で、投資金額は30億2000万ドル（契約ベー
ス）に達している。投資件数では香港（306件）、台湾
（170件）、アメリカ（146件）、日本（69件）、韓国（37
件）の順に多く、投資金額の上でもほぼ同様の動きが
みられる。

(3) 経済開発とインフラ整備・重点建設プロジェクト
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　交通運輸（空港・港湾、鉄道・ターミナル、高速道
路）、エネルギー、通信分野それぞれについて現在及
び将来の経済開発に即応できるようにインフラの拡充
整備が急ピッチで展開されている。
　本報告ではその一部を重点建設プロジェクトを検討
しながら紹介しておくこととする。　高速道路網は、
主要都市間を結ぶプロジェクトが実施され、既に杭州
－寧波間、上海－杭州間は完成している。杭州－金華
－常州間、寧波－温州－倉南間、杭州－南京間も着工
している。
　鉄道網の整備も国家級１級鉄道の複線化（蕭山－
寧波間）、浙江省－江西省間の複線化、金華－温州間
の国家級２級鉄道の開通など主要幹線における鉄道
輸送力の増強を図っている。
　国内空港（朱家尖民用空港）、国際空港（杭州民用
空港）の開港などにみられるように交通運輸網を総
合的に整備している。
　また、火力発電所（寧波、温州）第二期工事、揚水・
水力発電所（青田県等）、原子力発電所第一期・二期
工事（秦山、三門県）など、電力の安定供給体制整備
を図り、既に着工・完成したプロジェクトもある。

(4)浙江省の国家級・省級開発区の状況
　国家級開発区は、経済技術開発区４（杭州、寧波、
温州、蕭山）、保税区１（寧波）、高新技術産業開発区
１（杭州）、国家旅遊休暇区１、土地開発区１（寧波）
の計８区で、省級経済開発区は４９、投資区１にの
ぼっている。
　例えば、国家級経済技術開発区の一つである杭州
経済技術開発区をみると、欧米企業13社（モトロー
ラ、シーメンス、ダノン、ユナイテッドビスケット
等）、日本企業20社（松下、旭化成、テルモ、フジク
ラ、神林、相良プラスチック等）、韓国、香港、台湾、
インドネシア等のその他の国・地域の企業45社が進
出し、積極的な外資導入を図っている。

(5)現地調査報告に代えて
　詳しい調査報告は別の機会にゆだねるとして、こ

こでは合弁会社「杭州松下家用電器有限公司」での聞
き取り調査について簡単にふれておきたい。

＊合弁会社設立の経過について
　1979年9月、杭州洗衣機厰を従業員 405名体制で設
立、それから５年後の84年、松下電器と金魚電器との
間で二槽式洗濯機の技術協力契約締結、92年、合作会
社「杭州金松洗衣機有限公司」を設立し全自動洗濯機
の生産を開始。94年、合弁会社「杭州松下家用電器有
限公司」を設立、現在に至る。
　資本金30億円（出資比率：松下電器51  金魚電器
集団有限公司49）、従業員数1,246名（2000年 7月現
在）
　生産品目は全自動・二槽式洗濯機、衣類乾燥機であ
り、99年の販売実績は洗濯機85.2 万台（全自動36.8
万台、二槽式48.4 万台）で前年と比べて販売台数は
約20万台弱減少しているが、全自動に大きくシフト
し始めたことがうかがえる。このことは中国での流通
過程が日本のように小売業－卸売業へと発展するので
はなく、卸売業が隆盛する前に一気に小売業が拡大す
る形での一種の「中抜け現象」が顕著であること（「中
国の流通問題」）、他のアジア諸国と同じように中国も
部品業者（聞き取り調査の際、寧波のタンク成形、羽
根、モーター等のそれぞれの部品業者が話題となっ
た）が多く、構造上、技術的に高度でない二槽式など
は簡単にマネされて、ブランド力のない中国中小メー
カー（松下の「愛妻号」に対して「愛夫号」とよく似
た商標で洗濯機を販売）との低価格競争を強いられる
こと等が主な原因であろう。これと同じような動きは
他の耐久消費財市場においても観察される（「耐久消
費財市場の同種製品市場の『重層性と複雑性』と呼ん
でおこう）。耐久消費財市場は、猛烈な勢いで拡大し
ている。洗濯機を例にとると、全国総需要は、92 年
712万台であったものが97年には 172％増の1,226万
台となった。
　さらに、市場競争面でも大きな変化がみられ、国営
企業と外資企業との競争という単純な図式から、外資
系どおしの競争、外資系とローカル企業との競争とい
う複雑で混沌とした競争関係が生まれてきている。
　最後に、現地調査を行う過程で明らかになったミク
ロ的な幾つかの問題群を提示しておこう。
中国における自立開発・自立設計、ＣＡＤ－ＣＡＭ
のシステム化、技術移転と人材の現地化－研究開発要
員の確保・人材育成、現場管理者・技能管理者の養成、
ワーカーの指導及び教育訓練、賃金上昇圧力と労働力
移動、全国区と地方区に分化した労働市場、ワーカー
層の職場規律問題、住宅を中心とした福利厚生問題
等々である。
これらについては、いずれ稿を改めて詳しく論じる
ことにしたい。
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中国の移動通信、放送を中心としたメディアの動向［１］

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　総合情報学部 情報文化学科 教授 　田子島　一郎

１．中国の電話事情に関連して

　北京で開催された国際移動通信展の資料によれ

ば、昨年末で中国の固定電話は1.35 億台を越え、

光ケーブルは総延長100万ｋｍに及ぶという。また

携帯電話（手机：Hand Set）は毎年160％の増加を

続けて昨年９月時点で6500万台を越え、米国に次

いで世界第２位になったとある。（図１、図２）

 概要： 現在の中国の移動通信と放送事情を中心に、今後のアジアの社会・自然環境の激変をふまえながら、国
際的な情報メディアの変動に対応した中国の情報（信息）化への取り組み方について幅広く調査・研究を進め
ている。ここでは、今回中国国際移動通信とネットワーク展および携帯電話関連企業首脳フォーラムへの参加、
放送・メディア関係者との会談などのため、中国・北京へ出張した（2001.5.29～ 6.2）ので、関連した社会事
情を含めて中間報告する。（プロジェクト１関連）

 北京空港から天安門近くの北京駅まで、約４５分

間市民と一緒にシャトルバスに乗って移動したが、

多くの乗客が盛んに「手机」で帰国の連絡らしき

話？をしていた。３４～３５度の暑い町中でも、多

くの人が水の入ったペットボトルと「手机」を握っ

ているのは国情から考えてなにか異様な風景であっ

た。しかしその後、中国移動通信連合会が主催する

「国産手机企業首脳フォーラム」などに出席したり、

各企業の製品広告や展示を視察し、その機能や使用

状況を知るにつれ、現在中国社会の意味や問題点、

文化や政治体制の違いなどが浮かび上がってきた。

単純に使用台数などを他国と比較することはあまり

意味がないのではないか。　

ちょうどホテルでテレビ（ＮＨＫ－ＢＳ）を見て

いた時、日本のＮＴＴドコモ社長が動画が送受でき

るｉ－モード携帯端末の発表をしているニュースを

放送していた。同じ「Hand Set」でもその社会・生

活環境への影響や使用者の受け取り方は大きな違い

がある。中国では、まさに携帯「電話」であり、日

本ではまさに「手に持つ情報端末」になっている。

ここで、あらためて「情報」という漢字についてお

断りしておく必要があろう。中国では Information

のことは「信息」と書かねばならない。「情報」と

いう漢字は、悪くいえば昔の日本軍の「情報将校」

などという良くないイメージを伴うのだという。た

とえば中央電視台（中央テレビ放送局）の天気予報

でも「気象信息」と書かれている。

（漢字の字体がもっと簡略化されていることは言

うまでもない。）

図１　固定電話台数の増加

 図２　　携帯電話台数の増加
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写真1:

（左）中国中央電視台（中国中央テレビジョン放送局）

（右）メディアセンター（梅地亜中心）

  外国大使館や外国新聞社、放送機関が集まる一角

（北京市建国門外・外交人員公寓周辺）にある日本

の放送機関の特派員から聞いた話では、「少なくと

も我々のケイタイはほとんどどこかで聞かれてい

る」とのことである。ある人からもらった名刺にあ

るメールアドレスは、自国のアドレスが書いてあっ

た。自国のサーバーに溜めておき、時々国際電話で

そこから引き出すのだそうである。

現在は中国でもインターネット利用者は爆発的に増

加しているが、強いて言えばその実態は巨大な国家

内イントラネットなのではないかと思われる。

２．中国の環境問題に関連して

　これらの話は決して悪意をもって言っているので

はない。なにしろ１３億以上の人口を持ち、日本の

５０倍以上の国土や、多くの人種と言語を有し、人

類発祥以来の悠久の歴史と文化を誇る中華人民共和

国は、この地球上で他に例のない独自な社会・国家

を形成しているのである。

いわゆる先進国といわれる比較的新しい国とは、

国家形成の、あるいは社会や人間としての価値観、

そしてそれに伴う「情報」に関する対応が異なるの

は、善悪を判断する以前の必然であろうと思われる。

そこに自然環境問題という全地球的な、人類共通

であるべき問題が取り上げられて来たわけで、まさ

に本学のフロンティア研究計画である「アジアの環

境・文化と情報に関する総合研究」の重要性が、特

に中国を対象にクローズアップされてくることに

なったと考えている。

北京から１０ｋｍ以内にまで砂漠が忍び寄って

来ており ,北京で黄砂が吹き荒れる回数が増え、偏

西風の異常なルートの変化のため今年は北海道の

札幌の町が黄砂でかすんでしまった。最近では中

国でも環境問題がいろいろな場面で取り上げられ

ている。しかし残念ながら今のところそれは、あ

る意味をもったプロパガンダであると考えざるを

えない。２００８年のオリンピックの招致のため

か公害を出す或る工場を突然閉鎖したり、排ガス

対策の姿勢ともとれる一時的な道路の車規制で

あったりする。また砂漠の緑化事業の話も、偶然

見かけた街路樹への散水車による水撒きを見ても、

姿勢と実態や効果が必ずしも本来の目的と一致し

ているとは思えない。

すばらしい中国の歴史や文化を自然破壊から守り、

国民の生活を豊かにしながら将来の人類のために

いかにして継続的に発展させていくか、その事を

長期的視野から大局的に判断し、政策決定に結び

付けてゆくこと、それが日本を含めたアジア全域

の発展にとって直接深い関わりをもっており、極

めて重要な研究課題であることは疑う余地がない。

アジアの経済、産業の発展もそこに原点があるの

ではないか。そのために、環境問題だけでなく、

出来るだけ多くの分野における「情報（信息）」

の開示と交流が不可欠となる。わが国が中国を中

心にしたアジアの各国に対して何ができるか、別

の意味での超大国であるアメリカとの間にあっ

て、同じアジアに位置する先進国としての日本が

なすべきこと、出来ることは何か、それを「情

報」と「環境」をキーワードにして考えてゆくこ

とにしたい。紙面の都合で、放送に関する調査結

果については、次号で報告する。

　　　　　　
参考：
・中国国際移動通信とネットワーク展（2001.6.1）

資料：

・国産手机企業首脳フォーラム（2001.6.1）資料
  （中国移動通信連合会　超　正松氏より受領）
・シンポジュウム「中国経済・産業の回顧と展望2000／ 2001」
　（中国社会科学院　新聞・コミュニケーション研究所主催）
 　中国・日本人商工会議所編　第15章中＜放送・メディア＞)
　（北京メディアセンター社長補佐　小山芳郎氏より受領）
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　フロンティア計画の大きな柱ともいえるＭＯＤＩＳデー
タの定常的な受信が始まった。このデータをフィールドで
の調査・研究にどのように活用していくかが課題である。
プロジェクト２では、アジア地区を対象としたフィールド
研究の蓄積を活かし、現地で生じているさまざまな問題に
対して、実際に足を運んで検証することから研究を始め、
衛星データや地理情報などを用いた新しいアプローチを目
指している。
当該プロジェクトの研究は、東京情報大学のメンバーと

東京農業大をはじめとする外部の研究機関との共同での研
究活動というスタイルで進めている。今年度は、実質的な
調査・研究を開始する年度である。その調整のために、情
報大及び農業大学（世田谷キャンパス）にて数度の打ち合
わせを行ない、相互の連携を密にとっている。今年度の現
時点までの活動報告は下記のとおりである。

２００１年４月２６日　15:00 - 18:00
プロジェクト２会議（2001-1）
於 東京農業大学世田谷キャンパス１５号館２階会議室
参加者：中村、玉木、根本、山中（農大）、原（情報大）
議題：1) 平成13年度研究計画
　　　2) 平成13年度予算執行
　　　3) その他

５月８日　16:00 - 17:30
第３回フロンティアセミナー
於 フロンティア研究棟会議室
講師：東京農業大学地域環境科学部教授
　　　蓑茂寿太郎
演題：大都市の緑地問題－先進国の経験とアジアの課題－
　　　　
５月１７日　16:00 - 18:00
Ｇ２研究打ち合わせ　
於　フロンティア棟地域環境研究室
参加者：根本（農大）、ショート、原（情報大）

５月１８日　10:00 - 15:00
Ｇ４研究打ち合わせ
於　フロンティア棟地域環境研究室
参加者：玉木、天野、横濱、樹野、島田（農大）、朴、
             原（情報大）

６月５日　17:00 -
フロンティア全体会議
この場で、平成１３年度の各プロジェクトの研究計画が承
認された。プロジェクト２関係のこの夏の調査計画は下記
のとおり。

プロジェクト２活動報告及び研究計画

総合情報学部　環境情報学科 教授　 原 慶太郎

プロジェクト２ 「アジアの自然環境と文化に関する研究」

Ｇ１．アジア・グリーンベルト
アジア・グリーンベルト地帯における森林の現状と人間との
関わり
調査地　　：中国雲南省楚雄市紫渓山一帯
期間　　　：平成１３年８月２９日－９月１３日
出張予定者：中村武久・皆川礼子

Ｇ２．水田景観
調査地　　：中国浙江省寧波
期間　　　：平成１３年８月１３日－２４日
出張予定者：根本正之・木村真人・江永銘・藤原道郎
　　　　　　大塚広夫・原慶太郎

Ｇ４．半乾燥地における農牧畜システム
調査地　　：モンゴル共和国
期間　　　：平成１３年８月２９日－９月５日
出張予定者：玉木浩二・天野卓・横濱道成・樹野淳也
　　　　　　島田沢彦・Dambinyam Nyamsamba

Ｇ６．水圏生物資源管理の環境科学的ベースの確立
出張地　　：タイ国
期間　　　：平成１３年８月３０日－９月６日
出張予定者：桑原 連・鈴木淳志・山中薫

訂正とお詫び

CROSSROADS第２号の表紙、東京農業大学理事長の巻
頭言の文中（16行目）に誤りがありました。
誤-「新農法確立のための生物農業等新素材の・・
正-「新農法確立のための生物農薬等新素材の・・
執筆者の松田理事長をはじめ、東京農業大学フロン
ティアプロジェクト関係者の皆様、及びCROSSROADS
をご覧の皆様に多大なご迷惑をおかけしました。謹ん
でお詫び申し上げます。
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プロジェクト２共同研究者一覧（2001年 6月 5日 現在）
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１．はじめに
高い山から下を見ると、川や道路、家などの位置関係、広
がりの様子がわかりやすく見えるようになる。水害の
ニュースも、地上写真よりも空中写真の方が、被害の全体
像や拡がりの様子が理解しやすい。視点を高くすることに
より、広い範囲を客観的に理解できるようになる特性は、19
世紀の末に､パリの都市再開発計画の立案に応用されてい
る。写真家ナダールは気球に暗箱カメラを載せてパリ市の
空中写真を撮り、どこに馬車が渋滞しているか、人や物の
流れ、緑の分布、土地利用の問題点をわかりやすく示して
人々を驚かせた。それから１００年、バルーンは人工衛星
に、湿板写真機は電子カメラに置き換わり、宇宙から毎日
地球を観察できるようになり、天気予報に応用され、また、
地球システム科学という新しい学問領域が開かれるように
なっている。

ここでは、学術フロンティア研究の背景となる衛星観測に
よる地球環境変動のモニタリングについて、また、平成13
年度の成果として、MODISデータの受信・処理、アーカイブ、
検索などを行うために整備したTUIS地球環境情報システム
について概要を報告する。

２．地球環境変動と衛星観測
最近、地球温暖化の問題が大きく取り上げられるようになっ
ている。図２はハワイ島のマウナロア観測所における大気中
の二酸化炭素濃度の測定結果を示したものである。

　1958年の観測開始以来、大気中の二酸化炭素濃度は一方的
に増え続けているのがわかる。鋸歯状のオシレーションは四
季のゆらぎによるもので、2000年には370ppmに達したと報
告されている。大気中の二酸化炭素の増加は人間活動と深く
結び付いている。自動車、工場、発電所など、快適な生活を
得るために大量の石油､石炭を使うようになった1960年以降
に、増加は顕著となっている。大気中の水蒸気や二酸化炭素
は、太陽光で暖められた地表面からの熱赤外放射を吸収して
大気を暖める。これは温室効果として知られる。温室効果が
無いと、地表の気温は平均－18℃ぐらいになる。しかし、温
室効果があるため＋15℃となり、生命が維持されやすい環境
が保たれている。ここで、大気中の二酸化炭素濃度が上昇す
ると、二酸化炭素によって地表面からの熱赤外放射がより多
く吸収されるようになり、地球の熱収支のバランスが崩れ、
大気温度が上昇することになる。大気温度が上昇すると海水
温度が上昇し、海水の体積が膨張し､また、極地の氷雪が溶
け出すようになり、海面が高くなり､陸地が海面下に沈んだ
り、赤道付近の気温上昇による住環境の悪化、気象変動がも
たらされるようになる。地球大気の温度は、10世紀以来どち
らかというと徐々に下降する傾向にあったが､産業革命以降
上昇に転じ、過去100年間で0.6 ～ 0.7℃上昇したとされて
いる。われわれがこれまでと同じような生産活動を続けた場
合、21世紀の末にはどのくらい大気温度が上昇してしまうの
か、また、それによりどのような環境変動がもたらされるの
か、農業など食糧生産はどのような影響をこうむるかなど、
人類が未体験の問題となっている。米国のオークリッジ国立

MODISと学術フロンティア研究
（プロジェクト３ 平成12年度成果報告）

総合情報学部 環境情報学科 教授　安田  嘉純

　図１：　ナダールによるパリ上空での写真撮影の様子

　図２：　マウナロアにおける二酸化炭素の測定結果
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研究所によると、1800年の世界の二酸化炭素排出量は3千
万トンであったが､1900年には約70倍の20億トンに増えた。
1997年の排出量はなんと242億トンになり、アメリカがそ
の22.6％、中国13.9％、ロシア5.9％、日本は4位で4.8％、
インド4.2％、ドイツ3.4％、南米3.4％、アフリカ3.3％と
つづいている。二酸化炭素の排出量が増えると大気中の二
酸化炭素濃度は増加することになる。大気中の二酸化炭素
は、陸上植物の光合成により固定化される。また、海洋の植
物プランクトンの光合成によっても固定化される。しかし、
発電、自動車、焼畑農業､森林伐採(火災)などの人間活動に
よって排出される二酸化炭素量と、海や陸の植物の光合成
活動などによる炭素固定量との収支、いわゆる炭素循環の
収支を細かく計算してゆくと合わないことが知られるよう
になった。このことは、われわれのもつ基礎的な知識がまだ
不十分であることを示すものである。図３は1954年以降に
発表された全球の土地利用の調査例を示したものである。
調査者､調査年によって、土地利用の面積比が大きく異なっ
ている。しかし、図から土地利用の年変動について知ること

ができるかというと、ノーである。図において黒で示されて
いる森林(Forest)の面積は、1983年と 1985年とで約2倍も
異なっている。1980年代に入って、土地利用や植生の調査
にランドサットのような衛星画像が補助的に用いられるよ
うになった。最近では､地球変動の解明を試行した土地利用
項目の整理がされるようになり、また、衛星データからディ
ジタル全球データベースを作成することも試みられるよう
になっている。他方、100年後に地球大気温度がどのくらい
上昇するかを推定するためのモデルも研究され、シミュ
レーションも試みられるようになった。しかし、図3の例の
ように､モデルに入力する初期データのあいまいさ、不正確
さが問題となる結果となってしまった。このような問題を
解決してゆくためには、従来、細分化・専門化されてきてい
る地球物理、海洋学、生物科学などの個々の学問分野で対応
するのは難しい。そのため、専門分野の成果を集積し､地球
をシステムとして考えようという地球システム科学が急に
進展することとなった。地球の歴史上の気候変動とその原
因、人間活動の地球環境へのインパクトなどが詳しく調べ
られ､また、地球変動に関して、今後、どのようなパラメー

タを、どの位の観測精度で測定すべきか、どのくらいの時空
間スケールでサンプリング・観測すべきかなどについて議論
がされた。図４は大気、海洋、人間活動過程の時空間尺度を
比較して示したものである。雷や台風などの大気過程は１時
間から１日の時間スケール、1kmから1000km程度の空間ス
ケールであるのに対し、農業活動は数年のスケールで、ま
た、二酸化炭素は数10年、グローバルスケールのプロセス
であることが示される。したがって、これらの変動を解明す
るために必要な観測データのサンプリングは、変動の時空間
スケールに整合するもので無くてならないことになる。

ここに、広域をカバーでき、しかも反復観測に特徴を有する
衛星観測の利点が認識されるようになった。そして、陸地の
土地利用、植生分布、地表面温度、海洋の植物プランクトン
濃度分布、海表面温度、大気エアロゾル､二酸化炭素濃度､オ
ゾン濃度など、地球の現況を正確に調べるために衛星観測を
利用することが考えられるようになった。そのため、日本､
アメリカ、ヨーロッパなどが協力して、2000年を目途に、地
球衛星観測を打ち上げ､少なくも15年間、観測を継続するこ
とになっている。東京情報大学・学術フロンティア推進研究
では、研究の一環として、1999年にNASAによって打ち上げ
られた地球観測衛星 "Terra" に搭載されているコアセンサ
"MODIS"によるデータを受信・処理するための装置を整備し、
2000年 12月より運用を始めている。

３、MODISセンサ
　MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
は、NASAの地球観測衛星"Terra"のコアセンサと位置付け
られ､可視から赤外(0.4 ～ 14μm)までのスペクトル変化を
36 バンドで観測する中解像度画像型分光放射計である。
MODISは全球の大気､陸域、海洋を少なくも2日に1回の頻
度で観測することができる。MODISは気象観測や海表面温度
測定に用いられているNOAA－AVHRRや、海洋バイオマスや
海洋循環パターンの観測に用いられたCZCSなどによる従来
センサによる地球観測を継承、拡張して行くものとして位
置付けられている。図５はMODISの技術仕様、および、主
な利用目的と観測スペクトルバンドを示したものである。

　図３：　調査者、調査年などによる土地利用の面積比の相違

図４：大気、海洋、および人間活動プロセスなどの時空
            間スケールの比較　
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MODISの地上走査幅は2,330km、バンド1から7は主に陸域
を対象とし、空間解像度が250m（バンド１と２）と500m(バ
ンド3から７)であり、他のバンドよりの細かな陸地の変化
を観測できるようになっている。バンド8から16は、空間
解像度は１ｋｍと低いが、海水中から射出する弱い光を観
測できるよう、S／N比が大きく、感度が高くなっている。
また、大気エアロゾルなどによる大気効果の補正のための
近赤外バンドを含んでいる。バンド17から36は主として大
気や雲、水蒸気などのパラメータを観測するためのもので
あり、バンド20、21、22は海表面温度(MC－SST)、地表面
温度(LST)の測定に用いられる。MODISの平均データ速度は
6.1Mbits であり、理論的または実験的に導かれたアルゴリ
ズムを用いて、地球変動の解析に必要となる約４０のデー
タセットを作成することができる。

４．TUIS地球環境情報システム
　学術フロンティア推進研究の一環として、平成12年度に
TUIS 地球環境情報システムを整備した。このシステムは
Terraから送られてくるMODISデータを受信し、研究のため
のデータセットの作成するものである。データアーカイブ
への登録、検索、データ提供などを行い、地球環境変動の研

究と教育に利用するためのものである。データ検索／提供機
能はインターネットからも利用可能となっている。TUIS地球
環境情報システムの全体構成図は、既に本誌クロスロード創
刊号9ページ（小泉）に報告報告したもので、ここでは省略
する。受信サブシステム(1)では、NASAから提供されるTerra
の軌道情報をインターネットを通して取得し、それにより、
直径３ｍの受信アンテナを制御してMODISデータを受信し、
ディスクに保存する。保存したデータファイルは処理サブシ
ステム(2)に送られ、基礎的なデータ処理を行い、レベル１
ｂ、およびレベル２のデータセットを作成する。原データお
よび処理データセットはアーカイブシステム(5)に送られ、受
信時刻や画像範囲などのメタデータをデータベースに登録す
るとともに、データアーカイブのＤＬＴチェンジャに保管さ
れる。MODISデータを受信するためには受信アンテナを正確
にTerraの方向に向けて追尾する必要がある。本システムで
は、必要なデータの取得、アンテナの制御といった複雑な手
順を含め、データの処理、アーカイブへの登録・保管までを
全自動的に、無人で行うようになっている。また、レベル2
までの処理を含めると、1 週間あたりの処理データ量は約
100GBとなり、データアーカイブには最大7.5TBのデータを
保存することができるようになっている。
 MODISデータの処理はNASAで開発しているものと同一の
MODソフトウエア、および、同一のパラメータを使用して
行っている。原データを放射補正（MOD01）し、幾何的情報
（MOD３）を加えたレベル１ｂデ－タが最も基本的なデータ
セットである。さらに、平成1３年度には、NDVIやMVIなど
の植生指数データ、地表面温度（LST）や海表面温度（SST）、
海洋の植物プランクトン色素濃度、海洋の基礎生産力、植生
の基礎生産力、大気エアロゾル濃度、オゾン濃度など環境に
関連する種々のパラメータを解析し、レベル２データとして
アーカイブし、研究に利用できるようにする計画である。
 アーカイブへ登録したデータはWebによって検索できるよ
うに構成し、本年（14年度）の秋を目途に、学内外の研究者
が利用できるように、現在、準備をすすめている。このWeb
にはセキュリティを確保したサーバ(12)を使用する。検索に
は3種類のブラウズ画像を準備している。MODIS バンド1
(赤)、バンド２（近赤外）、バンド７（短波長赤外）画像を
それぞれ、青、緑、赤色で表示するフォールスカラー画像、
バンド１とバンド２による植生指数（NDVI）画像、そして、
MODISバンド20､31,32などの熱赤外バンドによる海表面温度
(MC-SST)画像などである。いずれも幾何補正を行い、画像に
緯度経度線を重ねて表示される。研究対処地域について、雲
の有無だけでなく、温度、植生、土地被覆タイプなどの概要
を知ることができるように考えている。なお、夜間観測デー
タは温度画像のみとなる。

５．おわりに
　この報告は、平成12年12月に第2回フロンテア・セミナー
で行った講演「MODISと学術フロンティア研究」の要約と、プ
ロジェクト３の課題「アジアの環境情報システムに関する研
究」の平成12年度成果報告を兼ねたものである。はじめに、
MODISデータを用いた学術フロンティア研究の背景となる衛
星観測による地球環境変動のモニタリングについて述べた。
また、平成12年度の成果であるMODISデータの受信処理、
アーカイブ、検索などを行うための東京情報大学地球環境
情報システムについて述べた。
　アジアの環境研究に関して、日本の小さな大学から大き
な一歩が始まった（原、須崎：写真測量とリモートセンシン
グ誌より）。

　　              図５：　ＭＯＤＩＳの技術仕様
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東京情報大学のMODISデータ受信局

 総合情報学部 環境情報学科 講師　須崎 純一

 概要: 東京情報大学はMODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)データの専用受信局を設立
し、平成12年 11月 18日より定常運用を開始した。MODISは、NASAにより1999年 12月 18日に打ち
上げられた衛星EOS AM-1(通称Terra)に搭載されている5つのセンサ(CERES,MISR, MOPITT,ASTER,
MODIS)の一つである。MODISはNASAの長期地球観測計画であるThe Earth Observing System(EOS)に
おいて中心的な役割を担うよう期待されている。本稿では、MODISデータの特徴や活用分野を説明し
た後に、本学のMODISデータの受信局に関して紹介する。

1はじめに

 　本学では、文部省(現 文部科学省)の助成を受け

て、平成12年度から学術フロンティア推進事業「ア

ジアの環境・文化と情報に関する総合研究」(研究代

表者小田稔学長)が始められた。5ヶ年計画のプロ

ジェクトはさらに3部門に分かれ、アジアの社会環

境と文化、アジアの自然環境と文化、そしてアジア

の環境情報システムの各々に関する研究が設定さ

れ、東京農業大学やケンブリッジ大学内陸アジア研

究センターなどの他大学、研究機関との共同研究も

現在進められている。MODISデータの受信によりア

ジアの自然環境データの定常的な取得が可能とな

り、特に東南アジアの熱帯雨林からシベリアのタイ

ガに連なる森林帯の現状解析、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

の研究、内陸アジアの草地荒廃の研究においては、

MODISデータの整備ならびに研究での利用に期待が

寄せられている。

２MODISのバンドおよび活用分野

　MODISは、36バンドの波長帯域で電磁波を計測

するが、250m(バンド1、2)、500m(バンド3-7)、1km

の空間分解能(解像度)(バンド8-36)と、様々な解像度

のバンドを有する。特に、バンド1、2の250mの解

像度は、毎日データを取得可能な代表的なセンサで

あるAVHRR(Advanced Very High Resolution Radio-

meter)の解像度が1.1㎞である点を考えると、大幅に

発展している。

   特筆すべきは、豊富なバンド数とそれぞれのバン

ド幅の狭さである。これにより、特定の物理量をよ

り精確に推定することが可能になると見込まれてい

る。図1にも表現されているが、上記のAVHRRセ

ンサや、高解像度センサであるTM(Thematic Mapper )

センサに比べて、バンド数も大幅に増え、それぞれ

のバンド幅も非常に狭い。このため、MODISデー

タは現段階で多くの研究者の注目を集めている。

　また表1には、MODISの各バンドで取得された

データの主目的が記述されている。陸域では、地表

面温度、植生の光合成やバイオマスに関する物理

量、海域では海色、植物プランクトン、海面温度、

大気では雲の温度や雲頂高度、エアロゾルの物理量

などが測定および推定される。

３MODIS画像

　現在受信システムにおいて、受信後、レベル1Bま
でのデータ処理が自動的に行われている。高次処理
用ライブラリが整備され次第、高次処理を逐次すす
めてゆく予定であり、近い将来研究者にデータを公
開する予定である。図2は関東周辺のMODIS

図 1:MODISのバンドの一部
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画像(2001 年 1月 6日 10時 21分撮影開始)、図 3
はNOAA AVHRR画像(2000 年 1月 4日 14時 45
分撮影)であり、両者は幾何補正されている。
MODIS画像はRGBにバンド 2(841-876nm):バン
ド 1:バンド 1を割り当てた 250mの解像度の画像
であり、AVHRR画像はRGBにチャンネル2:1:1
を割り当てたが、AVHRR画像の約 1.1 ㎞の解像
度に比較して空間的に詳細な情報が得られている
ことがわかる。AVHRR画像は、千葉大学環境リ
モートセンシング研究センターの提供による。

4本学におけるMODIS受信局の現況

 東京情報大学の受信システム固有の情報も多数
含まれているため、注意されたい。また、図 4に
は、計画中のものも含めた世界のMODISデータ
受信局の地図が示されている。
　1. アンテナ
　　　・直径：3.0m
　　　・重量：250kg
　　　・レドーム(radome:radar domeの略)の
              直 径:5.2m
　　　・レドームの重量:430kg

　　・座標(正確にはGPS受信機の座標):
　　　北緯 35.63 度、東経 140.20 度、高さ約 40m　
　　　(WGS-84座標系上)
　　・アンテナの衛星追尾精度:0.15 度
　　・データ転送周波数:8.5GHz

2. 受信
　　・受信開始高度:3.0 度(設定変更可能)
　　・受信データの閾値(データとして記録する範
　　　囲):6.0 度以上(設定変更可能)
　　・受信の頻度:午前中に2回(10:30前後)、夜2回

3. データ処理速度
　1パス当たり、MOD00→MODOl→MOD03→　
　MOD02が生成されるまで約2時間
　　・受信用マシンHPB2000, 512MBRAM ,
            2*18GB   disc
       ・処理用マシン:HPJ5600,2GBRAM,
           2*18GB disc (さらに 108GBの RAIDのHDが
          接続)
4. データ
       ・MOD00:12 ビット、36チャンネル(生データ;
            HDFフォーマットではない)
       ・MOD01:16 ビット、36チャンネル(HDF
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図2:MODIS画像の一例

(2001年 1月 6日 10時 21分撮影開始)

(c)千葉大学環境リモートセンシング研究センター

図3:AVHRR画像の一例
(2000年 1月 4日 14時 45分撮影)

フォーマット)
     ・MOD02:16ビット整数、36チャンネル
         (HDFフォーマット)
     ・MOD03:32ビット小数、36チャンネル
         (緯経度の情報;HDFフォーマット)

5.バンド数
　36バンド
　注意:バンド13と 14は low,highゲインモード(線
　形変換の傾きがゲインとよばれる)の 2種類があ
　り、データとしては38バンド分ある。

6.データ容量
　パスによって受信範囲が大きく変わるため、そ
　の結果容量にも多少のばらつきがある。
    ・2000/12/25/00:57:15(日本時間
        09:57:15)に撮影開始したデータ
            -MOD00:0.94GB
            -MODOl:1.29GB
            -MOD02:2.20GB
            -MOD03:0.14GB
　・2000/12/25/02:36:40(日本時間
　　11:36:40)に撮影開始したデータ

           -MOD00:0.76GB

           -MODOl:1.04GB
           -MOD02:1.77GB
           -MOD03:0.llGB
             計:3.68GB

7.アーカイブシステム
         ・メディア:DLT(DigitalLinearTape:
　　　　圧縮時70GB)
         ・収容本数:216本

8.使用海岸線データ
     WDB(WorldDataBank)一 11
     WDBIIについて
       ・CIA(Central Intenigence Agency)が作成
       ・元々のスケールは1:3,000,000.
       ・隣接するポイントの間隔は2マイル
          (約 3.2㎞)以下

9.投影法変換パッケージ
    USGS　GCTP-II(General Cartographic Trans -
     foation Package);本大学のシステムの場合、
    IDL上で動作
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図4:MODISデータ受信局

5フロンティアセミナーの概要
　2001年6月25日(月)に、フロンティアの第5回
セミナーが開催され、筆者が講師を務めた。下記
の内容でプレゼンテーションを行った。（図５）

　1.種々の人工衛星
　2.リモートセンシングの原理
　3.リモートセンシングで使用されるセンサ
　4.リモートセンシング関連の研究
　5.東京情報大でのMODISデータ受信システム

　プレゼンテーションの後に、リモートセンシン
グの原理やフロンティア計画におけるMODIS
データ受信の役割などについて、質疑応答を行っ
た。中でも、日本国内でもMODISデータの受信
を開始した大学が増えてきた現状を鑑み、当大学
が貢献できる分野、方針に関してより差別化を図
るべき、という意見などを受けた。質疑応答の
後、フロンティア棟2階の解析室、ワークショッ
プ室などを見学し、各マシンや画像などに関して
説明を行った。（図６）

6結論
　本稿では、MODISデータ特徴や活用分野を説
明し、本学のMODIS データの受信局における
データ処理状況などを紹介した。MODISデータ
の受信、解析および関連研究へのデータ提供は、
5年間の学術フロンティアにおいても重要な位置
を占め、多大なる期待が寄せられている。現段階
では、必要なライブラリファイルが入手不可能
なため、データの高次処理まで達成できていな
いものの、近い将来達成可能な見込みであり、高
次処理データの生成が待たれている。

参考文献
[1] http://modis-gsfc-nasa.gov/MODIS/INSTRU-
MENT/MODIS-specs.html

図６:フロンティアセミナーの様子２

図５:フロンティアセミナーの様子１
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文部省から平成１2年度構想調書提出について通知
構想調書作成のための前段階打ち合わせ、作成開始
構想調書作成のための打ち合わせ全体会議
構想調書を学校法人に提出
構想調書を文部省に提出、受理
文部省よりフロンティア認可

第１回学内総括会議（内部研究体制に関する討議）
第２回会議（プロジェクト2、3合同会議、研究方針立案）
第３回会議
フロンティア研究棟地鎮祭・建築開始（次項参照）
プロジェクトリーダー会議（第一回 編集会議）
第１回フロンティア・セミナー
講師： 一橋大学　関　満博　教授
MODIS受信システム設置工事開始
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
初の画像受信に成功
第２回フロンティア・セミナー
講師：千葉大学　安田 嘉純 教授
ニューズレター創刊号発行
MODIS Science Team Meeting （Columbia Sheraton Hotel:
Columbia, MD, USA ）参加（須崎純一）
プロジェクトリーダー会議
中国・浙江省における経済開発及び情報環境に関する現地調査
（小宮山隆、一言憲之）
フロンティア研究棟（学術フロンティア共同研究推進センター）竣工
プロジェクトリーダー会議
ワークショップ「アジアの自然環境と文化に関する研究」開催
於：東京農業大学・網走）
ニューズレター2号発行
拡大リーダー会議
第3回フロンティア・セミナー
「アジアの大都市における都市問題」
講師：東京農業大学  蓑茂 寿太郎 教授
拡大リーダー会議
中国国際移動通信とネットワーク展
　ほか、メディア関連調査（田子島一郎）
フロンティア全体会議（各プロジェクトの研究経過報告）
第4回フロンティア・セミナー
「『アジア的』世界の構造転換－共生的地域の創成と日本の役割」
講師：東京情報大学　桂 敬一　教授
フロンティア研究棟落成式

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
1999年 12月 8  日
1999年 12月 14日
2000年 1 月 11日
2000年 1 月 14日　
2000年 4 月 3 日 　

2000年 5 月 9 日 　
2000年 6 月 6 日　
2000年 7 月 11日
2000年 9 月 9 日
2000年 9 月 26日　
2000年 10月 3 日
　　　　　　　　    　
2000年 11月 15日　
2000年 11月 17日　
　　　　　　　　　
2000年 11月 18日
2000年 12月 14日
　　　　　　　　 　
2000年 12月 20日
2001年 1 月 22日
                  ～ 26 日
2001年 2 月 9 日
2001年 2 月 23日
　　  ～ 3 月 3 日
2001年 2 月 28日
2001年 3 月  8 日
2001年 3 月 25日
                  ～ 28 日
2001年 3 月 30日
2001年 4 月 17日
2001年 5 月  8 日

2001年 5 月 22日
2001年 5 月 29日
　　  ～ 6 月 2 日
2001年 6 月  5 日
2001年 6 月 12日

2001年 6 月 21日
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フロンティア研究棟落成式
日時 　平成１３年６月21日　（木）11:00～ 12:30
場所　　東京情報大学　フロンティア研究棟　１階会議室

フロンティア研究等全景

学校法人東京農業大学
 松田理事長

東京情報大学
渡邉学長代理

(株)エム設計 横山社長 大成建設(株) 早川副社長

 塩倉常務理事

大成建設（株）に感謝状贈呈

(株)エム設計に感謝状贈呈

パーティーの様子

フロンティア研究棟内の見学新沼常務理事
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「知」の発信を目指して

日本私立学校振興・共済事業団
助成部 次長 佐野 清克

　東京情報大学のフロンティア研究棟の落成並びに学

術フロンティア研究推進センターの新設を心からお祝

い申し上げます。

　 本事業は、文部科学省の学術フロンティア推進事業

に選定されたものです。この学術フロンティア推進事

業とは、私立大学の大学院研究科、研究所などの中か

ら、重点的研究領域ごとに、優れた研究実績をあげ、

将来の研究発展が期待される卓越した研究組織を外部

の専門家により「学術フロンティア推進拠点」に選定

して、内外の研究機関との共同研究の実施に必要な研

究施設、研究装置・設備の整備費及び研究費などに対

する総合的かつ重点的な支援を行うものであり、平成

9年度から実施されております。

 　私学事業団では、文部科学省で選定された事業に対

して、その研究費などについて私立大学等経常費補助

金の特別補助で補助することとなっています。また、

施設設備の整備についても、長期低利の融資制度をご

利用いただけます。研究期間は原則5年で、その間に

中間の再評価が行われます。文部科学省及び私学事業

団が共同して資金援助をさせていただくことになって

おります。今回対象となった事業は、アジアという地

域に着目し、第3ミレニアムに向けてその社会環境、

自然環境、環境情報システム開発の 3つの研究プロ

ジェクトを推進するもので、人文・社会科学系と自然

科学系を融合させた学際的な研究が展開されると聞い

ております。アットホームで小さな東京情報大学か

ら、世界を動かすような大きな「知」が間もなく発信

されようとしていると案内されておりますが、その日

が一日も早く実現されることを心から期待いたしてお

ります。

　 東京情報大学が文部科学省の競争的資金を獲得され

ていることは、大変意義深いものがあります。私学事

業団の補助金も今後ますます評価を伴う配分を求めら

れております。今後とも有効な補助金を積極的に確保

されるよう期待します。明治の元勲榎本武揚によって

生み出され、近代的農業科学者横井時敬によって育て

られた110年の歴史を持つ東京農業大学の実学と開拓

の精神は、東京情報大学に時代を超えて受け継がれて

いくことと思います。

 　今後とも、学校法人と両大学部門の教育・研究の一

層のご発展をお祈りいたします。
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  本学キャンパス内に、フロンティア研究棟が完成したのは、本年２月末だったが、その
直後に小田稔学長がお亡くなりになったこともあり、落成式が６月21日まで延び、それを
待っていたため第３号の発行が遅れてしまった。それにしても、落成式に小田先生がみえ
ないのはなんと寂しかったことか。
　５年計画のフロンティア・プロジェクトもいよいよ２年目に入った。研究棟も立派なも
のが完成し､いよいよ研究も本格的に動きはじめた。そこで､このニューズレター
「CROSSROADS」も少しずつ編集内容を、研究／調査報告など活動状況を中心にしてゆくこ
ととしたい。
　このような冊子の発行で悩むのは、Vol．，No. , 号の番号のつけかたである。この
「CROSSROADS」では、Vol．は年度ごとに、No.は年度内の発行順番に､第［　］号は、通算
でつけることとした。よろしくご理解のほど。（I.T）　

　昨年中にフロンティア研究棟が完成し、気分も新たに今年度を迎えました。研究棟は落
ち着いた色調の3階建ての建物で、その中に各研究室、会議室、事務室、資料室などが収
まっています。芝生に面した明るいガラス張りのエントランスから建物に入ると、正面が
事務室、左手が会議室です。会議室には最新の機器がそろって、さまざまな会議やプレゼ
ンテーションに備えています。事務室には、CROSSROADSのバックナンバーや会議の記録も
保存されています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。（T.S.）


