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増 田祐司 『技術先端産業」 か ら

『北束アジアの新時代』までを読む
一 時代 のパ ラダイ ムを とらえる思 考―

井

定

上

彦

ひとは、増 田祐司教授 の膨大 な著作 ・研究業績 に圧倒 される

(別

掲

1)単

者 7冊 、学術論

文90本 超 )。 そ してその著作 の表題 か らして、あるものは、機械 工 業論や情報技術論 の専
門家 である と考 え、ある ものは通信情報産業 の専門家 であると考 えるか もしれない。 しか
し、それはおそ ら く増田教授 の思考 の基本的脈絡 か らは外 れているよ うに思 う。 た しかに
これ らの著作 に と りあげ られてい るテ ーマ は、 たとえば情報技術革新 とい うような日常的
に接す る現実的 ・具体的 な ものであるが、 しか し読み込 んでゆ くと、異 なった世界 を狭出
したものである ことがみえて くる。そ こで展 開 されている思考 は、その ような ご くあ りふ
れた新聞雑誌用語 の使 い方 とは違 い、現代世界 の社会 ・経済 システムの展開そのものを本
質的 にとらえようとす る思考 であることが理解 される。それが故 に、東京大学で社会情報
研究所 が立 ち上げ られた とき、研究所教授 として迎 えられる ことになった。20世 紀 の最後
の 4半 世紀以降 につ ぎつ ぎと発現 ・展開 して きた「現代 Jの ス テ ー ジをどのように理解す
べ きなのか、それ を読み解 くモチ ー フ・素材 として増田教授 は情報技術革新等 を研究の対
象 としてい るのである。
したが って、増 田教授 の大部 の著作 は、個 々 に拡散 された課題 を別 々 に議論 してい るわ
けではない。 む しろ技術革新 とその世界へ の伝播 を媒介項 として、社会 ・経済 ・思潮 ・文
化 を含 む「現代」 を読み解 こ う としている。時代 の社会変化 ・技術変化 と共 に議論の対 象
は変化 して い るが、それ らを通 じて、その思考展開が系統性、一貫性、持続性 をもつ こと
も理解 される。それ は、 さまざまの分野 にまたがる多作 な調査報告 とは異なった、まさし
く「学」 (Wissenshaft)の 世界なのであ る。
膨大 な著作 のなかか ら、最近 までの 同教授 の思考 の展 開 をス テ ー ジ毎 に特徴 づ け る著作
をい くつ か取 り上 げなが ら考 える。

1.メ カ トロニ クス革命・先端技術産業 の思考一 ‑1970年 代後半 から1980年 代半 ば頃 まで
財 団法人機械 工 業振興協会経済研究所 の研究員 として研究者 の第一歩 をふみだ した増 田
荻授 は、 アメ リカ ・ クリー ブラ ン ドの研究所 (Predicast lnstitute)に 出向 し、それまで
の 日本 の産業論 のアプローチ とは異なった分析方法 の必要性 に気 づい た。す なわち、それ
まで の 日本 の産業論 ・企業論 は、同研究所 の創始者 で あ つた有沢広 巳が編纂 した『現代 日
2)に

体系的 に整理 されているよ うに、重化学工業 を中心 とする製造業 を業種
別 に区分整理 して分析するとい うもので あ つた。それに対 して、 クリーブラ ン ドではすで

本産業講座』
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に鉄鋼 業 の時代 は終 わ り、 よ り複合性 をもった業種 の連携、製造業 とい う範囲を越 えた産
業 の展 開、 い わゆ るハ イテク先端産業技術 がみ られは じめて い た。登場 したばか りのエ
レク トロニ クス技術 は汎用 の大型機中心 の コンピュー タが花形 で あ ったが、それをCAD・

CANに

よ り工作機械 ・産業機械 に取 り入れる動 きがは じまってい た。

1970年 代半 ばか ら、経済専門誌 『経済評論 J(日 本評論社 )、 F週 刊 東洋経済』 (東 洋経

済新報社 )、 『週刊

エ コノ ミス ト』 (毎 日新聞社 )な どの専 門誌 のいわば常連執筆 メンバ

ー として脚光 をあびるようになってい た増田教授 の最初 の単著 が 『技術先端産業』3)で ぁ
る。そ こでは、技術革新 につい て、物質 ・エ ネルギ ー・情報 とい う技術体系 (シ ステム)
とい う三 つ の技術 ファクター 間 のユ ニー クな組 み合 わせ として とらえている。増 田教授
の「メカ トロニ クス革命論」 は当時 の論壇 の焦点 のひとつ となった。 また、そ こで、それ
まで の 日本 の重化学工業化 とい うハー ドな産業 の あ り方 を批判的に とらえる視点 を加 え、
「情報 Jと い う新 たな要素や社会開発 とい う時代 の要請 の側面 を生か したにソフ トな路線
に日本の産業が シフ トしてゆ くことが望 ましい としている。登場 して きた「 日米半導体戦
争Jに つ なが る 日米貿易摩擦 は、世界が 1980年 代 に入 って新 たに日本 を加 えた「 日・米 ・
欧」三極 の時代 に移行 しつつ ある ことも、すでに指摘 してい る。

2.情 報 産 業 諭 か ら高度 情 報社 会論 ヘー ー 1980年 代 半 ばか ら1990年 代前半 まで
1985年 の著作 F情 報通信 の新時代 ニュー メデ イア技術 の行方 J4)は 、それまでのメデ

イア と情報通信 の体系 (郵 便、電信、テ レビ、ラジオ)が 、マ イクロエ レク トロニ クス技
術 を駆使 したマ イク ロコンピュー タの普及 ・標準化 とその連結 によってニ ューメデ イアの
時代 へ移 ってゆ くことを指摘 した。 こ うした大容量 の画像通信 デ ー タの交換 とその ネ ッ ト
ワー クによって、 時代 は「第二次情報革命 の時代 Jに はいつてゆ くこととなった。 いず れ
1990年 代 には、 情報処理 と通信 との融合、産業 としての情報通信技術領域が生 まれ、 こ
の情報処理 の「パ ラダイム転換」が現実化 し、時代が高度情報化社会へ移 ってゆ くとした。
社会が大 きな転換期 にあること、「情報化社会論」 として体系化 しうる ことをは じめて理
論的に整理 ・提示 した といつてよい。 この時点 での時代認識 は、お よそ25年 後 の今 日か ら
みればい わば当 た り前 の指摘 であ つた と思われるが 、当時 はまだこれに理解 を示す ものが
多 かった とはい えなかったのである。 ここで素描 された認識 は、その後 『知識化社会へ の
5)、

構図』

『情報経済論』6)と して結実 した。

情報化 された「社会」 として、現代 をとらえる とき、産業 ・企業のあ り方につい てのみ
ならず、社会技術 として新 たな コ ミュニ テイに視野 をひろげることが求 め られる。そ こで
増 田教授 は、情報化 と社会経済 システムの転換 とい う主題 をとりあげた。産業を含 む基本
的な経済 システム と並 行 して社 会 システムをとらえるパ ラダイ ム を発見 ・形成す ること、
論理化す ること。それに よ り、現代経済 を工業経済論 の世界か ら社会情報産業論 へ の重心
の移行、すなわち情報経済論 と、情報化 と人 間社会 との関 わ りを考 える情報社会論 として
とらえ体系化す ることになった。

3.情 報化社 会 論 と世界認 識 のパ ラダイ ム転換一 ‑1990年 代 半 ばか ら2000年 頃 まで
東京経済大学 か ら、東京大学社会情報研究所 に移 った頃 (1993年 )、 増 田教授 の上記 の
認識 に関わる「パ ラダイム」 はよ り明確 となった。それ は新 しい情報空間 としての情報 ネ
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ッ トワ ー クの形成 が、 1)そ れ まで の 近代 世界 以 降 の 国民経済 的 な単位 を基軸 とす る もの
か ら、 国境 を こえて世界 の なか に新 た に 「地域 Jと 地域 の連結 ・統合化 を生 み 出 し、 そ の
意 味 で 世 界秩 序 の 再 編 成 を促 す 契 機 とな りう る こ と、 また、 2)情 報 化 社 会 で の 人 間 関
係 。人 間疎外 へ の 考 察 とい う批 判 的視 点 を含 め て 、「 人 間中心 型 の グ ローバ ル経 済」 を構

想す るにい たつた点がある。世界的規模 での情報 ネ ッ トワー ク形成 と「訊方向」対話、 ヒ
ューマ ン・イ ンター フェイスにおける人間の主体性の復権、地域社会 ・産業社会 の新 たな
かたちをとる形成が生ず ること、今 日の「Web.2,0」 につ ながる情報 システムのオー プ ン・
ソリュー シ ヨンの考 え方 も示唆 されてい る。
7)は この
時期 の増 田教授 の主著 ともい えるもので

1995年 の F情 報 の社会経済 システム』

ある。そ こでは、社会経済 システムは情報化 によつて変化 し、そ して変化 したシス テ ムそ
の ものが今度は情報 のあ り方 を規定 してゆ くとい う相 互 関係 があるとする。グ ローバル化、
ハ イテク化、高度情報化 を連 結 してそ こか ら生み出され うる社会経済 システムの可 能性 を
描 く。情報テクノロジー とその世界公準化 が社会経済 システムの グ ローバル化 を加速 させ、
世界秩序 のあ り方 に影響 をあたえる。 またそ こに関 わつて、情報 ヘ ゲモ ニー 自体が世界秩
序 に影響 をあたえうるとした。今 日的にい えば、情報テクノロジーの発達が金融資本主義
の ような「仮想経済」 を生み出 し、それが世界 を振 り回す とい うことに もなる。
この時期 の増田教授 の現代 に関わる認識 につい て、い まひとつ の特徴 として先行的には
欧州委員会 (EC)科 学技術局第 総局主任研 究員 としての活動 をふ まえた著作 Fr,駒 αれ
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9江

Sysサ 9η S'れ

ι
ん9 θJο bα 〃βcο れ

8)に

"り

出て きている「人間中心型 のグ ローバル経

済」 の志 向がある。「人 間中心型 (human centredま たはanttoropocentric)」 の思考 は、
技術的思考 の偏重 を問い直す だ けでな く、それぞれの地域 の産業 を含 む文化 システムの重
9)で

は、欧州 の研究者 (Mike
要な役割 を果たす ことにも注 目す る。 F人 間重視 の社会経済』
Cooley氏 など)と の共同研究 を通 じて、あ らためて 日本 の産業 システム、 日本型企業 シス
テ ムに焦点 をあて、人間 ―機械 の相互作用 のなかの「暗黙知」 について も思考 をめ ぐらせ
ている。

4.グ ローバル地域情報空 間 としての北 束 ア ジア地 域研究― ‑2000年 から2008年 まで
2000年 4月 に開学 した島根県立大学では、初代 の北東 アジア地域研究 セ ンター

(NEAR)

のセ ンター長 を兼任するかたちで赴任 された。新 たな赴任地 で増 田教授が取 り組 んだ課題
は、新 たな学問分野 である北東 アジア地域研究 をいかなる視角 か ら取 り組 むべ きか、 とい
う点 で あ った。
「21世 紀 の世界的課題 と研究認識 JЮ )で は、政策研究 と北東 アジア研究 を統合的 に進め
る新 たなアプローチを提示 してい る。そ のころ 日本学術会議 も従来 の人文 ・社会 ,自 然 の
諸科学 を包含する学術研究 の方法 が議論 されてい た。従来の基礎研究 と応用研究 とは異 な
「情報」
「地域J領 域、
る展 開方向が模索 され、ここでは機軸的関係 としての「環境」領域、
領域 につい て関係性 の リンケー ジについ て言及 されてい る。
次 いで、宇野 ・増 田編 『北東 アジア世界 の形成 と展 開』 の「序章」 をなす 「世界経済 シ
ス テ ム における北東 アジア世界 の構築」 11)で は、それまでの増 田教授 の高度情報 ネ ッ ト
ワー ク時代の世界 の広が りとい う認識 に立 って、近年 のグローバル化 の もとで、世界 はは
じめて「完結 した世界経済Jと なった、 と指摘 してい る。すなわち、世界的 に形成 されて
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きて い る情 報空 間 に よって 、 国家 、土 地 の枠 組 みか ら相 対 的 に離 れ て、地域 は超 域化 ・ ボ
ー ダ ー レス 化 しつ つ あ る、 とと らえ て い るの で あ る。北東 ア ジア地 域 の 近代 化 にお い て

「照応性」 の視点 (renect e modernization)が 現在 ほど重要な ときはな く、現代 中国
は、情報産業の高い成長を目標 とす る戦略を立 て、工業化 と情報化 を同時並行的 にすすめ
るとい う、独創的な視点で結 び付け ようとしているとした。それは、具体的には中国のIT
技術 を生か した「世界 の工場化」 とい うことであるが、そのことはすなわち「り・オリエ
ン ト」 といわれるような世界的な地理的編成 での「重心の移動」が生 じることになる。世
界 はこうして「日 '米 ・欧J三 極 の時代 から「米 ・欧・東 アジアまたは北東 アジア」 の時
代 に移行 しつつあるとした。
2008年 の編著 『北東アジアの新時代一 グローバル時代 の地域システムの構築』 の巻頭

論文 「二一世紀世界 と北東 アジアの可能性―社会 イノベーションとしてのグローバル知識
情報空間J12)で は、現代世界 のいたるところの地域で起 こっている「過剰都市化」、ある
いは「工業化なき『都市化』
」 は、やは り知識情報革命 により世界全体がいわば「都市化」
す る、すなわち文字通 りの農村部 も内部から「都市化Jし てい くとい う現実があるとした。
世界史的にみて、人類 は知識情報革命に よつて世界秩序 に地殻変動をもたらし、知 の新段
階に入 つているといってよいが、 しか し、そ こには最近あらわれた情報「仮想空間」 たる
「金融資本主義」の「落 とし穴」 も待ち構 えている、 とい うことになる。
増田教授 はこのように、膨大な著作 を通 じて、知識情報革命 とそれに伴 う現象 とい う
「切 り口」 から、現代世界 の変化の本質 を解明す るとい う「知」 の仕事 に挑 んでこられた。
これは増田教授 の音楽や絵画などへ の深 い関心 と教養を含めて、殆 ど人間社会全般 につい
ての「あ くなき探究心Jに 支えられてい ることはい うまでもない。加えて、評者 はそ こに
は青年時代 からの哲学的素養すなわち「概念的思考J(Die begreifende Denken13))に よ
つて時代 のパ ラダイム をとらえるとい う学問的態度が貫 かれてい るように思えるのであ
る。
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5)増 田祐司『知識化社会への構図』 (東 洋経済新報社 1985)。
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(国 際書院 2000)81‑98ペ ージ。
11)増 田祐司「世界経済 システムにおける北東アジア世界の構築」宇野重昭・増田祐司編 『北東ア
ジア世界の形成 と展開』 (日 本評論社 2001)1‑31ペ ージ。
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情報空間」増田祐司編者 『北東アジアの新時代― グローバル時代 の地域 システムの構築』 (日 本
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