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カナダ農村地域におけるビデオテックス

システムとその成立基盤

武  藤  和  夫

は じめに

今年度実施 された全中営農指導海外研修 (団長

・松村信雄姫路市農協参事,事務局長・相良和臣全中

営農部長以下総勢 25名 )は ,カ ナダ農業の視察調

査を目的とするもので,そのなかに農村情報ネッ

トヮーク整備の実態と問題点を探ることが組入れ

られていた。国際化の進展に伴って,我が国農業

が海外農業との係 りを深めるなかにあって,穀物 ,

木材などの輸入を中心にカナダ農業との関係は漸

次比重を高めつつある。国民に必要な食料を安定

的に確保す る一環として,「輸入先の多元化」が

指摘されている。かかる視点からもカナダ農業と

は,今後とも益々関係を深めるものと思われる。

然るに,従来われわれの海外農業に対する関心

は,専 らアメリカ, ヨーロッパあるいはアジアを

中心とする開発途上国などに向けられ,オセアニ

アについても同様であるが,カ ナダ農業について

の紹介は極めて乏 しい。幸い筆者は,上記全中主

催の海外研修に参加する機会を与えられ,カ ナダ

農業とりわけ情報処理論の分野で世界的に注目を

集めている,農村地域ビデオテックス「グラスル

ーツ」(GRASSR00TS)シ ステムの実態について

垣間みることができた。

その成果が華々しく喧伝されている「グラスル

ーッ」システムは,設立 されて 5年 余の今年 7

月に経営危機に見舞われ倒産を余儀なくされる事

態を迎えた。 しかし幸いにも程なく別途資本の参

加テコ入れによって,われわれが訪問する直前に

事業所の移転とともに業務の再開がみられるに至

った。そこで本稿においては,「 グラスルーツ」

システムの成立基盤に焦点を合わせながら,ニ ュ

ーメディアの果たす機能について考察を加えるこ

とにする。高度情報化社会の到来を目前に控え ,

兎角他産業の分野に比べて我が国農業では跛行的

に対応の遅れがみられる。最近に至り「グリーン

トピア構想」の発足など,漸 く緒に就いた農村情

報ネットワーク整備事業の効率的な推進にとって ,

本稿が参考の一端 となることを願 うものである

(た とえば,昭和61年度指定20地域のなかで,13地域

がビデオテックスの導入を要望)。 ともあれ,有益な

勉学の好機を与えられた全中に対 して謝意を表す

る。

1.カ ナダ農業の概貌

(1)国民経済からの地位

「グラスルーッ」 システムの成立基盤を把握す

るためには,ま ずカナダ農業についてのあらまし

の理解を必要とする。そこで, これに関する最新

の統計資料に依拠 しつつ触れることにしよう。周

知の とお り,カ ナ ダの全国土面積は 998万 km2

と,今 日ソ連 (2,240万 km2)の それにつ ぐ広大

な規模である。 しか し人口は僅か 2,515万人(1984

年現在),そ の密度は 2.52人 /km2と 希薄 (我が国

の約 1/130)で ある。

広大な国土とはいえ,隣接アメリカと国境を劃

する北緯 慇 度以北に位置するという自然条件の

厳しさから,農耕可能な範囲は国境沿い約 250 km

の地帯に限定される。日照条件,気温のみならず ,

とくに内陸部の降水量も年間平均 5∞ mm前 後

と,安定的な農業の展開にとって限界地的な厳 し

い制約条件となっている。
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このように苛酷な条件のもとに展開されるカナ

ダ農業の,国民経済における地位についてみると,

GNPに 占める割合  3.0%(1982年 )

就業人口  ″   4.4%(1983年 )

総 人 口  〃   4.4%(1981年 )

7.0%

9.4%

6.4%

リンス・エドヮード・アイランド,ノ バ・スコシア,

ニュー・ブランズウィック)の主として南部地帯に

限定されている。

農業生産の面からは,第 1図 にみ られるよう

につぎの 5地域に区分される。

1)セ ントローレンス地域

オンタリオ州,ケベック州がこれに属し,土壌

は肥沃 ,気候 も比較的温和で果樹,た ばこ,野菜 ,

酪農など都市近郊的農業生産が古 くから展開する。

2)平原地域 (Prahe)

マニ トバ,サ スカチワン及びアルバータの中部

3州がふ くまれ,カ ナダ農業の最も代表的な地帯

で,ア メリカの中西部穀倉地帯に匹敵する。大型

機械化一貫体系の穀物 ,油糧種子並びに草地利用型

の畜産がみ られる。後述のように,「 グラスルー

ツ」システムの根拠地である。

3)ア パラチアン・アカディアン地域

沿海 4州 とケベック州が これに属する。比較

的小規模の複合経営が主体であり,ばれいしょ,

果樹 (ベ リーもの)が主要作物となる。

4)山脈地帯

ブリティシュ・コロンビア州がこれに属する。

農地は高原もしくは傾斜地に限定され,土壌,気

象条件の変化が多い。酪農,鶏,野菜,花き,果

樹 (桜桃,り んごなど)の複合生産がみられる。
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注 :4)は森林を除く農用地面積

となっている。このことか らいえるのは,上記の

ように国土面積に比 して極めて僅かな比率を占め

る一 ちなみに隣国のアメ リカは 46%の高きに

及ぶ― 農用地面積でありながら,GNP,海 外貿

易,さ らに就業機会の場として,カ ナダ農業の果

たす役割はいまなお大きい。ふたたびアメリカと

の対比でいえば,同国農業のシェアはそれぞれ 1.9

%,19.2%及 び 1.9%と なっている。

(2)農業地帯

同国は行政的には 10の 州 (Pro宙nce)と 2つ

の準州 (Territory)と から構成される。 しか し前

述のとおり,農業の適地はアメリカとの国境に位

置する,ケ ベ ック (フ ランス系住民 650万人の80%

が居住),オ ンタリオ,マ ニ トバ,サ スカチワン
,

アルバータ,ブ リティシュ・ コロンビア並びに残

り 4つ の沿海諸州 (ニ ュー・ファウンドランド,プ

ュ ー コ ン Ss農業地帯
準州 )

ノースウエス ト~(準
州 )

シュー・ブ リティ

コロ ン

ゝ

ニューファウン ドランド
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穀物・畜産

果樹、たばこ・野菜
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第 1図 カナダの農業生産地域

出所 :山 口勝朗「 カナダ農業の概要」―全中資料 ,

昭和61年。
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5)カ ナディアン・ シール ド

ハ ドソン湾沿岸でその南部において酪農中心の

複合経営であるが,概 して農耕には不適である。

(3)農場数,農用地面積

第 1表 には,1983年現在における上記州別農

場数,農用地面積及び 1農場平均農用地面積が

示される。

第 1表 州別農場数と農用地面積 (198年 )

1農場平均面積 (ho)

改

ち
良 地

沿 海 諸 州

ケ ベ  ン ク

オ ン タ リ オ

マ ニ  ト ′ヾ

サ ス カ チ ワ ン

ア ル バ ー タ

ブ リティシュ・
コ ロ ン ピ ア

45
(310)

49
( 33.8)

55
( 37.9)

187
(129 0)

298
(2021)

216
(149 0)

47
( 32 4)

全
145

(100 ())

資料 :Statistics Canada

注 :沿海諸州 (4州 )については本文参照。

農場数は全国で 318千戸弱である。経営形態

別にその内訳をみると,個人経営 :86.3%,協同

経営 :9.3%,法 人経営 。その他 :4.4%と なる。

その大宗を占めるのは,family independentと

いわれる家族労働を中心とする個人経営である。

州別にみると,全人口の 35%が集中するオンタ

リオは同様に農場数も多い。同州は,他産業の発

達も極めて顕著であるので農家にとって兼業機会

にも恵まれている。従って,小規模階層の農場が

完全に脱農せずに滞留 していることも,その主た

る要因となっている。また前項でも触れたように,

平原 3州 (マ ニトバ,サ スカチワン,ア ルバータ)の

シェアは 48.6%と ,約過半を占めている。

つぎに農用地面積をみると,統計では非改良地

と改 良 地 に分 けて記載 されて い る。改良 地

(improved land)に は,作物作付地,休閑地,放

牧地その他が含 まれ る。それに対 し非改良地

(unimproved land)は ,自 然放牧地,放棄地,沼

沢などの他に,農場敷地内の防風林地である。改
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良地の比率は全国で 67.8%と なる。

州別 の構成比をみ ると,農場数では全国第 1

位を占めていたオ ンタリオ州は 10%足 らずとな

り,こ れに替わってサスカチワン州が 4割 近 く

を占めて第 1位 となる。また平原 3州 のシェア

は合わせて 80%余 となり,穀倉地帯の特徴がう

かがえる。改良地についても同様に合計 82%と

なり,土地改良の投資が平行 してなされているこ

とがうかがえる。

か くして 1農場当たり平均規模は,全国でみ

ると 214 haと なる。ちなみにアメリカのそれが

約 170 haで あるか ら,こ れより約 25%大 きい

ことになる。州別にみると,前項でも触れたよう

に都市近郊的農業の色彩の強い,オ ンタリオ,ケ
ベックあるいはブリティシュ・ コロンビアなどの

諸州は,いずれも規模は全国平均よりも可成り低

い。これに対 して,平原 3州 の場合にはともに

規模が大きい。後述「グラスルーッ」システムの

潜在的利用者 と目される,1,000 ha以 上の階層

も22%余に達する。

このように 1農場当たり農用地規模について

みると,州間もしくは農業地帯別間の格差が大き

いことが特徴的である。我が国のように,北海道

を除く他の都府県ではさしたる差異が認められず ,

しかも全国的に米を基幹とするのとは対照的に
,

この規模の差を反映 して独自の農業生産が展開さ

れ,部門毎の地帯形成がみられることとなる。

(4)農産物販売金額の州別構成

そこで州別農業生産の差異 もしくは特徴をみる

ため,部門別の販売金額の構成比を算出したのが

第 2表である。穀物はさらに小麦,大麦及びえ

ん麦に分類されているが,こ こでは一部門として

統合 してある。穀倉 といわれる平原 3州 につい

てみると,小麦の生産はサスカチヮンが全国の 60

%と 最大 ,大麦 とえん麦に関 してはアルバータ

がそれぞれ 46%,43%と 圧倒的に高い (表では

省略)。 全販売額 187億 加 ドル (米 ドルに対して約 30

%安 ,以下 CDという)の うち,穀物は 28%弱 と

すべての部門のなかで最も大きなシェアをもつ。

っいで耕種では油糧種子 (な たね,亜麻,ひ まわり

カナダ農村地域におけるビデオテックスシステムとその成立基盤

農用地面積 (千 ha)

農 場 数
計

うち
改 良 地 計

”
お

3,779
(5.6)

6,039
(8.9)

7,736
(11.4)

26,533
(39 0)

20,207
(29 7)

2,467
(3.6)

583
(1.3)

2,361
(5.1)

4,519
(98)
5,504
(11.9)

19,684
(42.7)

12,526
(27 2)

946
(2.0)

94
(43.9)

79
(36.9)

73
(34 1)

263
(122.9)

396
(185 0)

349
(163.1)

124
(579)

12,882
(4.1)

48,092
(151)

82,386
(25 9)

29,413
(93)
67,082
(21.1)

57,989
(18.2)

19,864
(6.3)

317,758
(loo.o)

67,983
(loO o)

46,123
(100 0)

214
(100_0)



第 2表 州別農産物販売金額の構成比 (1983年 )

資料 :第 1表に同 じ

等)が 5%余 となる。果実,野菜の青果物部門の

生産は,その自然条件のため制約が大きく,構成

比 も両部門合わせて僅かに 4%足 らずである。

国内消費の大部分を,ア メリカと中・南米に依存

せぎるを得ない。

つぎに畜産部門のなかでは,ア ンガスとヘレフ

ォー ド種を中心 とする肉牛部門が 18%の シェア

をもって最 も大きい。ついで乳牛が 15%弱 とな

っている。 ここでカナダ農業の特徴のひとつとし

て挙げられるのは,耕種部門と畜産部門との生産

額がほぼ等 しく,両部門がバランスを保 っている

ことである。

つぎに州別構成比についてあらましみることに

しよう。まず気付 くことは,自 然条件の影響を相

対的により多 く受ける耕種部門では,州 によって

は全く生産されない作物が可成りみ られる。これ

は,生産についての地域分化が顕著であることを

意味する しか し比較的気象条件に恵まれ,土地

も肥沃かつ市場立地も有利なオンタリオでは,す
べての部門の生産がみられる。また同州では,前

述のように畜産 もふくめた生鮮食料品部門の特化

が著しい。

平原 3州 では,穀物の占める構成比が合わせ

て実に 96%余 に達する。さらにこれと補完的な

作物 として位置づけられる,油糧種子 も合計 73

%弱 を占める。このなかで,ア ルバータは東部

のケベック,オ ンタリオとともに耕種と畜産部門

のバランスが保たれた生産がみられる。ともあれ ,

5,214

975

598

294

268

437

802

287

3,430

2,758

1,712

1,253

1,198

18,726

この平原 3州 における穀物の独占的な生産が ,

これから述べる「グラスルーッ」システムの成立

にとっての基盤となるのである。

(5)農産物の貿易

カナダ全体の輸出は,た とえば 1984年 には総

額 1,095億 CDで あ り,逆 に輸入は 958億 CD

であるか ら,差引き 137億 CDの 出超 となる。

同様に 82年 :139億 CD,83年 :129億 CDの

黒字となっている。 これを農産物についてみると,

84年 には輸出 103億 CD,輪入が 61億 CDであ

るから,差引き 42億 CDの出超である。従って ,

全体の貿易黒字額に対する農産物の寄与率は 30.7

%と なる。また 82年 と 83年 においても,そ れ

ぞれ 30.2%,33.3%と なっており外貨獲得に関

して多大な貢献を果たしている。

第 3表は,主要農産物の生産と輸出の動向を,

1974～ 76年 ,79～ 81年 及び 82～ 84年 の 3期毎

の平均によって示 したものである。まず生産につ

いてみると,牛肉の僅かな減少を除 くと,なたね ,

とうもろこしを中心にこの 8年 間に着実な増加

を示 している。

他方,輸出量も増加 しているが,生産量の伸び

以上の比率となっている。すなわち,国際市場に

おけるこれら品目の競争力が,漸次強 くなりつつ

あることを意味する。就中,最 も代表的な外貨の

稼ぎ頭である小麦が,2倍近い伸びをみせている

のが注目される。ちなみに牛肉,豚肉については

輸出もするとともに,「食肉輸入法」によって主

単位 :%,100万 CD

実   額
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全   国沿海諸州 ケベ ック オンタリオ ?: l./{ サスカチワン アルバータ
プリティシュ
コロンビア

54.4

27.1

1.6

13.5

2.7

4.6

3.7

15.7

0.0

1.1

31.9

82
11.6

10.0

18.3

8.1

27 8

33 0

3.8

9.2

0.8

1.5

6.5

38.6

14.0

15.5

3.6

7.9

2.7

10.9

8.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100 0

100 0

100.0

100.0

100 0

100.0

100.0

100.0

100 0

38.7

11.9

5.0

5.6

5.4

2.1

5.7

4.3

7.7

3.3

0.1

19.2

12.6

12.7

18.3

11.9

8.3

8.6

37.6

32.9

24.0

16.1

2.1

25.5

77.0

16.6

38.8

56.6

54.8

86.4

33.1

33.9

34.9

36.7

21.5

7.2

9.1

4.0

7.0

16 7

14.1

12.8

3.8

16.0

2.2

2.0

3.5 14.7 26.8 93 21.1 19.8 4.8 100 0



1974～ 76
平 均 (1)

1"9～ 81
平 均 (2)

1982～84
平 均 (3)
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第 3表 主要農産物の生産と輸出物向    対 して ,極めて大きな影響力を もっていること ,

(3ν(1)  さらにこの傾向は今後益々増幅されるであろうと

見込まれることを確認 してお こう。生 産 (万 t)

イヽ    麦

大    麦

とうもろこし

な  た  ね

牛    肉

豚    肉

輸 :L(万 t

小    麦

大    麦

とうもろこし

な  た  ね

牛    肉

豚    肉

資料 :FAO統 計

としてグラス・ フエッドの低廉な食肉を輪入して

いることは,ア メリカと全 く軌を一にする。

最後に,生産量に占める輸出量の割合いについ

てみると,小麦がいかに貿易品日として特異な地

位にあるかが分る。 しかもその比率は,着実に増

加を示 しているのである。大麦についても,同様

な傾向がうかがえる。今日「世界のパ ン籠」と,自

他ともに認められる隣国アメリカの場合,生産に

占め る輸出量の割合 は,74～ 76年 :52.2%,82

～84年 :54.9%である。カナダに比 して 9倍余

の国内消費人口をもつとはいえ,ア メリカの小麦

は生産量の大凡半分が輸出されるに過ぎない。 し

かも世界市場におけるシェアは,74～ 76年 :47.0

%か ら 82～ 84年 :38.6%と ドル高などの影響

によって,次第に低下をみせつつあることは周知

のとおりである。

これに対 して,カ ナダの シェアはこの間 18.1

%か ら 20.5%と ,逆に増加をみせている。後に

みるように, この小麦または大麦をめぐる輸出事

情 とその変化 とが,「 グラスルーッ」システムの

成否にとって大きな鍵となっているのである。と

もあれ,こ こでは小麦あるいは大麦などの穀物輸

出が,国民経済もしくは個別生産者の所得形成に

2。 「 グラスルーツ」システムの展開

(1)高度情報化社会における位置づけ

近年 ,我が国の社会 。経済の各方面において ,

「高度情報化社会」という用語が日常茶飯事的に

登場する。高度情報化社会とは,社会活動の源泉

として情報の価値が認識され, 日常的に利用する

ことが産業,社会生活の諸領域に普及・定着 し,

これを実現するための環境条件 として情報処理技

術が整えられた状態である。また必要とされる具

体的な技術としては ,

1)多様なデータを体系的に収集 し,利用 しや

すい形に整備するデータベースシステム

2)さ らに高度な判断を支援する画像処理,分

析処理などの人工知能システム

3)使 いやすいシステムとするためのメディア

変換型ネットワークシステム等が挙げられる

また, ここでは利用者の誰もが要求する情報が

量と質の両面にわたって,①必要なときに,②必

要な場所に,①必要な場所から,④迅速かつ正確

に,①かつ低廉にアクセスされる。 これによって
,

人間の社会活動にとって不可欠の,合理的な意思

決定に対する有益な判断素材を提供することにな

る。

この高度情報化社会を支える基軸 として,つ ぎ

の 3種類の技術革新が挙げられる。

1)コ ンピュータを中心とする情報処理機器

2)ニ ューメディアといわれる情報伝達媒体

(TELETEX,CATV等 )

3)通信技術 (光 ファイバー,DBS等 )

である。これらの技術は,1970年代初頭のオイ

ル・ ショックを契機にそれまで化石エネルギーの

大量消費のうえに構築されていた,重化学工業に

とって替わるものとして,近年まさに「分進秒歩」

的な顕著な発達をみせつつある。

これ ら 3種 の革新技術のなかで,「 グラスルー

ツ」システムはニューメディアの一部門である,

1.38

1.20

1.94

2.11

0.95

1.63

1.89

1.53

5.09

1.93

3_50

4.00

1.37

1.28

2 53

0.91

2.95

2.78

輸出/生産 (%)
′」ヽ    麦

大    麦

とうもろこし

な  た  ね

牛    肉

豚    肉
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ビデオテックス (Videotex)の商品名に属する。

我が国では,7年前に NTTが開発 した CAPTAIN

(Character  And  Pattern  Telephone・ Access

lnformation Network)と 軌を一 にす る。そも

そも, ビデオテックスが開発されたのは 1970年

代の初頭イギリスにおいてであった。その背景と

しては,(1)利 用頻度の高 くない家庭用電話の利

用効率を,本来の通話サービス以外の分野で高め

る。(2)新 しい情報メディアの開発によって,自

国のエレク トロニクス産業の活性化を促進するこ

とがあった。こうして,1975年に世界に先駆け

て実用化実験に成功 し,翌年 11月 に商用サービ

スが BBCに よって開始されている。

このように, ビデオテックスの開発ではイギ リ

スが一歩先ん じたが,通信衛星 (DBS)の 開発利

用ではカナダが最 も尖端的である。国土の広大な

同国では,国内通信衛星は電話,ラ ジオ,テ レビ

サービスなどを全土に拡張するため利用されてい

る。すなわち,ア ニク Alが 72年 11月 に世界

最初の国内通信用静止衛星として打ち上げられて

いる。さらに文字多重放送 (TELETEX)の 分野

では,83年 4月 に CBCが「テリドン」 (ギ リシャ

語で「我遠くを知れり」との意)と いう商品名のも

とに,実用化試験を開始 している。

これより早 く,こ のテリドンはビデオテックス

用 として同国通信省によって 78年 8月 に公開さ

れ,画像表示にす ぐれたアルファジオメ トリック

方式によって,世界的に注目されるところとなっ

た。これは,ブラウン管上に表示される図形を点 ,

線,弧などの図形要素によって構成させる方式で

ある。さらにテリドンは上記の文字多重放送と互

換性をもつことが可能となり,さ らにその利用の

範囲を拡張する。その代表的なものが,都市部に

おいては街頭に設置された端末を通 じて,観光 ,

ショッピング等のガイド情報を提供する「テレガ

イ ドオンタリオ」である。また農村部において ,

農業に関する諸情報を提供するのが ,「 グラスル

ーツ」システムなのである。

(2)事業の発展経過

本事業は,カ ナダ最大の電子印刷会社であるイ

ンフォマー ト社と,マ ニ トバ州電話公社との共同

出資により,81年 5月 に同州南部農業者を主と

して対象に州都ウイニペッグにおいて開始された。

しかしながら,本稿の冒頭にも触れたように経営

に行き詰 り,今年 7月 に倒産を余儀なくされた。

幸いその後間もなく前二者に加えて,サ イバーシ

ェア (コ ンピュータ会社)と カムチェック (会計会

社)の 4社 による同額出資により,事務所も郊外

に移転 して再開されている。事業が行き詰った理

由については,次節において触れることにする。

ともあれ,無料端末が僅かに 25台 という規模か

らスター トしたが,現在マニ トバ州に限らず平原

3州を中心に,カ ナダの全域に及んでいる。

ユーザーは現在 2,800人であり,う ち ∞%近

くが農家 (小麦を中心とする穀作経営が殆どすべて)

である。残りは農業関連企業,連邦及び州政府機

関,教育機関,さ らに穀物先物取引 (ウ イニペッ

グに取引所がある)に よって利殖を図る一般投資家

などとなっている。「グラスルーツ」本来の性格

からいって,利用の主体はなんといっても農家で

あることはいうまで もない。会社は,平原 3州

における 1千 エーカー (400 ha)以上の農場を主

として対象にしたいという。

いまセンサスによ って,平原 3州 の該当農場

数の動向を把握するとつぎのとおりである (分類

基準では1,120エ ーカー以上となる)。

全農場数(A)
1,000エ ーカー

以上層(B)
(B)/(A)

1976年   163,685戸   32,732戸   20.0%

81年    154,434     34,486      22.3

81/76      0。 94        1.05

このように全農場数の減少傾向にもかかわらず ,

大規模階層は絶対的にもかつ相対的にも比重を高

めている。すなわち,会社が対象とする潜在的な

利用者 としての 1千 エーカー以上層 は,現在で

も 35千戸近 くに達す る。 しかしながら,実利用

者は僅かこのうちの 5%に も達 していない。こ

の理由についても,次節でまとめて考察すること

にしよう。



(3)シ ステムの構成

本システムは既往の電話回線によって,セ ンタ

ーのホス ト・ コンピュータとユーザーのコンピュ

ータをつな ぐ,Computer tO computerの ネ ッ

トワークで,4セ クターから構成される。

1)セ ンター

ネットワークの制御,データベースの管理,情

報の入力,処理・加工,出力

2) IP(InforinatiOn PrOviders)

主としてカナダ国内とアメリカを中心に情報源

として これを提供する機関 (同時にユーザーでもあ

る)。 現在 ,全部で 150機関程あるが,こ れはさ

らにつぎの 3種類に分けられる。

① 会社が料金を支払う IP(10社 )

私営の市場分析会社,企業的な気象情報提供会

社など。

② 料金を徴収する IP(30社 )

銀行,農業生産資材製造企業など,広告もしく

は商品差別化のための情報。これには生活関連も

含まれる。

③ 無料で得られる IP(110機関)

商品取引所の市況,公共機関からの情報など。

3)ユ ーザー系

加入電話線を介 して,専用端末またはデコーダ

付きテレビか ら情報提供を受け,さ まざまの意思

決定に対する判断素材として利用する機関もしく

は個人。カナダ,ア メリカの他に日本の商社など

海外利用店 も 40機関ある。

4)伝送系

マニ トバ州営の電話公社が,電話回線による情

報の授受送達を制御する。

以上の 4セ クターか らなるシステムの概念を

示 したのが第 2図である。

(4)提供される情報及びサービス

センターから提供される情報及び付随するサー

ビスにはつぎのものがある。

1)農業生産,流通,生活関連情報

とくに関心の深い穀物市場分析,価格動向,現
在の市況。毎 日 10時 に公表される市況は, 5分

後にセンターから提供される。これはウイニペッ
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第 2図 「グラスルーツ」システムの概念図

出所 :『 カナダのニューメディァの動向―農業用ビデオ
テックス「グラスルーツ」について一』農林水産省
大臣官房企画室,昭和 58年。

グ,シ カゴの市況のみならず,国 内外主要 8市

場が対象となる。さらに現物取引のみならず,半
年先の先物取引価格も含まれる。その他,農業経

営分析,肥料や農薬などの投入財の使用などに関

する技術情報,農業金融,気象,食生活,教育 ,

レジャー等の生活情報などとなる。

2)メ ッセージング

センターのデータベースにあるユーザー個々の

メッセージボックスによる,一種の電子郵便サー

ビス。

3)ホ ーム・バンキング

端末から取引銀行のコンピュータ接続によって
,

家庭において金銭の決済処理を行う。

4)ホ ーム・ ショッピング

端末から,ディスプレイもしくはカタログに展

示された商品のサンプルをみながら,商店の端末

に発注 し代金決済は,3)に よってなされる。

センターに蓄積されている情報の一覧は,第 4

表に示されるとおりである。

(5)情報検索の方法

ユーザーが必要な情報を端末によってデータベ

ースか ら検索する方法には,つ ぎの 4通 りの方

法がある。すなわち,1)メ ニュー方式,2)IP索
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第 4表 「グラスルーツ」の蓄積情報の内容

蓄 積 情 報

農

業

生

活

各種催 し物のスケジュール, レクリェーション
,

健康管理 ,酪農関係の情報

新製品の紹介 ,農薬の使用方法,万一の場合の処
置方法

品目別市況 (現物 .先物相場 ,各種市中相場),生
産,流通関係の一般情報,統計調査

農業労働者の雇用斡旋,研修に関する情報

各種農業機械 (中古を含む)の一覧,価格表

銀行別預金,貸付金利など

保険,投資,不動産に関する情報

馨馨菫』暑番
纂策)警雰夢警亨法島Wil:虜罰膏

暮
種別市況 ,生産,流通関係の 一般情報 ,統計調

各社,各関係機関の農畜産物に関する最新ニュー

ズ,経営情報 ,一般経済情報

調査機関 ,大学などの各種調査報告

種子などの価格情報

現況及び短～長期の気象予報 (カ ナダ州内地域別 ,

カナダ州別 ,北米大陸 ,ソ連 ,世界 )

健康管理 ,食生活,家計

湛纂菖T題
,子供の小遣い管理 ,ペ ット相談,家

家庭における教育,子供の しつけ,学習 (科学 ,

雲装
,数学,農学 ,地理 ,語学など),ク イズ

,

馨響甲堡?催
し物スケジュール,レス トラン案内,

銀行預金及び貸付金利,消費者物価指数

フッ トボール.ホ ッケー,乗馬 .ハ ンティング ,

野球 ,フ ィットネス

航空会社,旅行会社の案内,お 天気

ニューズー般

出所 :第 2図に同 じ。

引簿方式,3)ページナンバー方式及び 4)キー

ワー ド方式である。

1)メ ニュー方式

大分類 ,中分類あるいは小分類と最上位から順次

下位の分類インデックスに,すなわちピラミッド

構造型に下降して,最後に目的とする情報を検索す

る。たとえば,平原 3州 の生産者が 5月 1日 の

時点において,3日先すなわち 4日 正午の天気予

報に関する情報を要求 したとする。第 3図 には,

メニュー方式の手順が示される

まず最上位のインデックス “GRASSR00TS"
の表題とともに,そ のなかに蓄積されている情報

10種類の項 目が番号付 きで提示される。つぎに

キーパ ッ ドによって 1番 の “Agriculture"を指

定すると, ピラミッド分類が 1段下って “Agri―

culture''の インデックス表示がなされる。そこ

で 16種 類 (1～ 15及び 25)の項目のなかから,1
番の項目を選択 してキーパッドを押すと,つぎに

また 1段 ランクが下って 句Veather"の インデッ

クスが表示される。同様に,こ のメニューのなか

から4番を選択 して “PraHes"イ ンデックスヘ
,

さらに 3番を選択 し
‐
で “3 day forecast"へ , 1最

後に 2番を選択 して必要 とする情報が得 られる。

ここでは,天気,気温,気圧,風向き及び降水量

などについての情報が,パ タ.― ン情報として表示

される。

2)IP索引簿方式

ユーザーが情報索引簿 (Directory of IPs)に予

めアルファベット順に掲載されている,情報提供

者 (IP)の コー ドネームを入力 し,こ れによって

即座に検索する方式である。第 4図には,シ カ

ゴ商品取引所 (Chicago Board of Trade)に おけ

る市況情報を求めたいとき,CH(最 初の1字 もし

くは2字)と キーパ ッドを押せばよい。これはユ

ーザーが予め特定の項 目について,IPの 名称を

知っているときに有効である。
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第 3図 メニュー方式による情報検索

出所 :GRASSR00TS社 提供資料
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第 4図 IP索引簿方式

出所 :第 3図に同じ。

3)ページナンバー方式

ユーザーが必要とするページナンバーを入力 し,

直接 これによ って検索がな される。たとえば

“2039311"と 入力すると, シカゴ商品取引所の小

麦の市況情報が得 られる。 これが第 5図 に示さ

れる。ナンバーは画面の右偶にも表示される。

4)キ ーワー ド方式

“KEY"と 叩 くことによって,第 6図 に示され

るような項目が リス トアップされる。もしこのな

かか ら “GOVT"を 選択すると,つぎに政府関連

第 5図 ページナンバー方式

出所 :第 3図に同 じ。

機関名の一覧が表示される。そこには,掲載され

ているページ番号が出てくる。画面のなかで,た

とえば “Crops"の ように大 。小文字で示されて

いる項 目には,“BLY"以下 “WHT"ま で 10種

類の作物の小項目があることを意味する

ユーザーの利用度の大きい情報は,第 1に穀

物価格 ,第 2に 市場分析,第 3に気象に関す る

情報である。また 1ユ ーザー当たり利用回数は

月平均 14回である。現在提供画面は約 3万ペー

ジとなっており,殆どが農業関係の情報となって
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第 6図 キーワー ド方式

出所 :第 3図に同じ。

いる。今後の計画としては,生産者に対する経営

管理情報,よ り正確な市場分析情報の提供に力点

を置いている。そのために会社は専門のスタッフ

を強化するという。

(6)利 用のための経費

ユーザーが負担すべき経費は,1)端末導入に

伴 う機器類 と2)回線利用料金の 2種類に分けら

れる。このうち,前者については端末 (デ コーダ)

導入に対して,買取りが 83年現在で 1台 700 CD,

リースの場合は 2年契約で毎月約 47 CD,月 極

の場合で約 75 CDである。マニ トバ州について

みると,60%が買取 り,40%が リース方式とな

っている。

回線料金については,ユ ーザーからの利用はす

べて長距離電話扱いとなる。年間 1ユ ーザー当

たりの利用料は平均 150 CD,1時間当たり9CD
となる。

他方 ,「 グラスルーツ」社の昨年度の営業実績

は,収入洲 3)で述べた IPか らの情報提供料金と,

ユーザーの利用料を含めて 100万 CDであった。

これに対して支出が 350万 CD,差 引き 250万 CD
の赤字ということである。支出が嵩んだのは,1)

3台 の自己所有のコンピュータがフルに稼働 しな

かったこと,2)新 しい情報分野をユーザーのニ

ーズ以上に先取 りして拡張 し過ぎ,こ の開発に経

費と時間を要 したこと,3)ユ ーザーが予想以上

に伸びなかったことである。 この最後の理由につ

いても,次節においてまた触れることにする。会

社は,現在の利用料金の体系のもとでは,利用者

数の損益分岐点を 5千 とみている。年 3%程度

の解約があるが,1,200台程の新規契約者の獲得

をめざしている。

3。 「グラスルーツ」 システムの成立基盤

(1)シ ステムを必要ならしめる外部条件

以上 ,「 グラスルーッ」システム運営の概要に

ついてみてきたが,本節では本システムの構築を

必要ならしめる幾つかの外部条件について考察を

加えることにしょう。我が国においても,今後農

村情報ネットワークの整備に関する諸事業の導入

が図られるであろうが,まずシステムの構築に当

たっては,対象地域におけるシステムに対するニ

ーズ,ま たこれをもたらすに至った外部条件を見

極めることが肝要と思われる。

そこで,「 グラスルーツ」システムを必要なら

しめる外部条件の第 1に 挙げられるのは,第 1

節でも触れたとおり国上の広大さ,と くに農村部

における散居性 (我 が国では想像もつかない程広漠

たる)の空間構造である。我が国のような高密度

集落と異なり,農家相互間の距離が数 kmも 隔

絶しているのが通常である。とくに大平原部の農

村においては,既 に第 1表で もみたように 1農

場当た りの農用地規模は 3州 平均でみても 350

ha余 に及び,極めて希薄な社会空間となってい

る。 しかも最近 5年間の農場数の推移をみても,

9千戸以上の減少をみせ過疎現象が進展 しつつあ

る。

かかる農村の状況のもとで,既存の空間系ある

いは輸送系の情報メディアに専 ら依存するのでは,

農村部と都市部との情報ギャップは益々増幅され

る。電気通信系とさらにコンピュータを中心とす

る情報処理機器を結合 した,高度情報化社会の恩

恵がまずなによりも農村部にこそ注がれねばなら

ない。今日都市部で頻繁に利用されている CATV
のそもそもの発祥も,テ レビの難視聴を解消する

ために,僻遠の山間地帯の農村あるいは離島部に

おいてであった。

第 2の 条件 として挙げられるのは,ニ ューメ
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ディア開発に対するカナダの技術水準の高位性で

ある。既述のように,同国は国内通信用静止衛星

を世界で最初に打ち上げたのを始め, この領域に

おいては先駆的な地位を保っている。かかる先端

技術を広大な国土のしかもその大半を占める農村

部に導入することは,さ らにより高度な技術革新

を促進せ しめ,農業はもとより産業全体の活性化

をもたらす。

第 3の条件 としては,情報産業分野における

隣国アメ リカか らのス ピール・ オーバー効果

(spill― over effect)で ある。周知のとおりこの効

果は,地方団体の公共サービスの利益が拡散 して

隣接の地方団体にも及ぶことをいう。また情報の

分野においては,一般的に電波が本来のサービス

エリアの外部にまで達 し,その地域の住民もとも

に利用できる状態をいう。最近では,ニ ューメデ

ィアの発達 (た とえば通信衛星,放送衛星など)に

よって,テ レビ電波が国境を越えて他国に到達す

ることもスピール・オーバー効果の一種である。

カナダはまさにこの効果を受けており,日常放

送されるテレビ番組の殆どが,ア メリカからの放

送によるものである。勿論,これには同一言語 ,

風習といった社会基盤の等質性が根底にある。近

年,こ の効果は専 ら先進国から開発途上国への文

化侵害といった,マ イナス面が問題視されつつあ

る。 しかしカナダとアメリカとの間には,衛星の

共同管理利用によって,利益の享受を分ち合うサ

ービスがみられる。とくに「グラスルーツ」シス

テムとの係りについては,つぎに触れることにす

る。

第 4の条件 として挙げられるのは,本 システ

ムのサービスの対象となる平原 3州 の農業部門

が,極めて商品生産 (国の内外を含めて)的色彩の

強い,小麦を中心とする穀作ということである。

しかも,こ の生産が北緯 50度前後 (ウ イニペッグ

市で平均気温約 8度 ),加 えて年間降水量 530 mm

程の限界的な地帯においてである。従って,気象

条件によって生産が多大の影響を受ける土地依存

型作物の場合では,生産者にとっていかに的確な

る気象情報を把握するかは,死活を制する重大な
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関心事となる。またこれは単に生産の領域のみな

らず,輸出を含めた販売の面についても然りであ

る。国際的な感覚の強い生産者は,全世界就中主

要な輸出国であり, しかも生産環境の類似するソ

連 (84～ 85年 には全輸出量の 29%で第 1位 ,ちなみ

に我が国へはそれに次いで17%)の気象情報につい

て強い関心をもつ。 この情報の収集に関 して,カ

ナダは前述スピル・オーバー効果をアメリカから

受 けている。すなわち,全世界 2,5∞ 力所のス

テーションから,毎 日 4回送 られて くるデータ

とともに,ア メリカからの衛星情報を受けている

のである。

さらに,穀物の販売から「グラスルーツ」シス

テムヘのニーズはつぎのとおりである。現在,カ

ナ ダにおいて穀物 (wheat,durum wheat,oats,

barley,designated oats and barley)の 販売につ

いて,一般に生産者は 2通 りのルー トの選択が

ある。ひとつはカナダ小麦局 (Canadian Wheat

Board)に 売渡すか,い まひとつは自由市場すな

わち穀物商社に販売するかである。前者は,今世

紀の初頭に商人資本の収奪から自らを護るため ,

生産者が設立した販売組合が発展的に拡大し,1919

年第一次大戦直後の農業不況に際 して正式に発足

した国家的機関である.その歴史からいえば,こ

の種機関として世界的に名を馳せているイギ リス

の ミルク・マーケティング・ ボー ドが,1931年

及 び 33年 の「農 産 物 販売 法」 (Agricultural

Marketing Act)に 基づいて設立 されたのと比較

しても,12年 も早 くからである。

小麦局は,最近数年間の国際市場の価格動向か

ら推計 した価格によって,生産者に対 して買入れ

価格を提示し,販売申込み生産者に前渡金 Cnitial

payment)を 支払 っている。さらに年度末に,年

間の取扱い実績によって収益をプールして生産者

に調整還元される。 このようにして,小麦局は全

生産量の約 80%を調達 している。いうまでもな

く,こ の調達量 (quota)は 小麦を始めとする穀

物生産の,全世界的な動向によって変動する。

生産者にとって,こ の残りは自由市場での販売

となる。世界の穀物需給事情が 1970年代の供給

カナダ農村地域におけるビデオテックスシステムとその成立基盤
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不足か ら,80年代になって一転緩和基調となる

につれて ,た とえばシカゴ相場で も小麦 No.2

の価格が,74年ブッシェル当たり6.32ド ルから,

現在 3.50ド ルと半分近 く下落をみせている。生

鮮食料品と異なり,貯蔵性 も大きく,かつ輸送能

性の高い穀物の場合,生産者は多様な販売戦略を

もち得る。逆にいえば,販売時期,方法などに関

する意思決定は彼の経営の成否を握る鍵である。

大規模農場では,数 100t入 りの貯蔵庫 (bin)を

所有 し,諸々の市場情報あるいは生産,気象情報

を収集 。分析 しながら,収益の追求に懸命の努力

を傾けている。以上挙げた 4つ の条件が,「 グラ

スルーツ」システムの成立に対する社会的な基盤

となっていることが指摘される。

(2)シ ステムの問題点

かかる成立基盤を背景に,世界的な (と くに農

業情報処理の分野において)注目を浴びつつ登場 し

た「グラスルーツ」システムは,前述のとおリサ

ービス開始後 5年余に して,経営倒産の破局を

迎えることとなる。この理由については,ま ず第 1

に事業主体である電子印刷会社インフォマー ト社

が,従来の新聞・雑誌類などを中心とする輸送系

情報メディアに代替するものとして,ニ ューメデ

ィアの伝播普及の時期及びニーズについて過大な

予測をしたことである。

第 2に は,農村地区では電話回線を共同利用

しているケースが多 く,シ ステム使用中にしばし

ば中断されることが多い。また電話機器類が旧式

のものが多 く,DDXな どコンピュータ情報の伝

達には不向きであるといった,ハードの受け皿の

未整備が挙げられる。・

第 3に は,情報の価値に対する生産者の意識

の組嬬である。この国においても,農業に関する

殆どすべての情報は,従来その発生源が連邦もし

くは州の公共機関であり,しかも無償提供が建前

であった。従って,利用者にとっては料金を支払

うことに対 して,心理的にも可成りの抵抗がある

ことは想像に難 くない。会社は,加入することに

よって少なくとも年間 3千CD以上は利益をもた

らすような,情報のレベル・アップを目指してい

る。そのためには,現在力を入れている気象,市

況及び市場分析情報に加えて,個別経営の管理 ,

分析診断と計画に関する情報の提供,ま たそのた

めのソフトの開発が必要となる。

ともあれ,「グラスルーツ」システムの今日ま

でに辿って来た経過は,我が国農村における情報

ネットワーク整備に対 しても,多 くの示唆を与え

るものである。すなわち社会条件とりわけ農業・

農村の発展の成熟度を見極めつつ,利用者のニー

ズを的確に把握 しなが ら,徐々に整備をすすめる

ということである。
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