
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 島根大学 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 寧夏大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：中国西部農村地域の環境改善と持続可能な発展への方策           
（交流分野：農村開発，環境保全，福祉・医療）  

（英文）：Study on implementing the restoration and sustainable development of 
environment in rural area of western China 

      （交流分野：Rural Development, Environment Conservation, Welfare and Medicine）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/ningxia/index.html 
 
３．採用年度 
 平成 20 年度（ 1 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：島根大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・本田雄一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：生物資源科学部・教授・伊藤勝久 
 協力機関：なし 
 事務組織：島根大学 学術国際部 社会・国際連携課 
 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Ningxia University 

      （和文）寧夏大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）University Secretary-General, 

Professor・Chen Yuning 
 協力機関：（英・和文）なし 
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５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
【研究交流目標の全体像】 
本計画における研究交流目標は、島根大学と中国寧夏大学とによって 2004 年 3 月に開

設された島根大学・寧夏大学国際共同研究所を拠点とする共同研究・研究交流の充実と、

それを通じた人材育成であり、さらにはそれらによって中国西部の低開発農村地域の環境

改善と持続可能な発展への政策提言を目標とする。 
島根大学が日本の中国山地を舞台に過疎山村(中山間地域)に関して実績を上げてきた研

究を基礎にして、中国の代表的な低開発地域である黄土高原の農村（以下、寧夏南部山区）

を対象とする研究で成果を上げてきた寧夏大学、寧夏医学院に所属する研究者達と交流を

進める。とくに黄土高原の環境改善と適応・活用のための技術・社会経済に関わる研究な

らびに農村医学・公衆衛生学に関わる研究を共同で行い、同時に今後の担い手となる若手

研究者を育成し、これによって農村の継続的な地域振興・環境改善・生活改善を目指すも

のである。 
 また本事業では、すでに研究交流の実績のある中国側の拠点機関との協力関係を一層密

にして、共同研究フィールドの実態調査にもとづく研究体制の構築と、実証研究の中で若

手研究者の育成を目指す。３ヶ年間の比較的短期間に、十分な研究実績を上げるために、

対象国・地域を中国とくに寧夏回族自治区に限定して実施する。その際共同研究所は、日

中双方の研究者の調査研究の拠点、情報の集積地として機能する。 
中国の地域研究では綿密なフィールド調査に基づく実証研究が不十分であると思われる。

この部分に研究交流を通じて日本での実証研究の経験を生かした研究手法を移転すること

が必要である。それによって、経済発展の著しい中国において、今後予想される農村の急

激な構造変化・環境変化に対応する地に足が着いた研究と具体的な政策提案ができる人材

を育成することが出来ると考える。 
 
【研究交流の実施体制】 
島根大学と寧夏大学、また島根大学と寧夏医学院とは既に交流協定を結び、島根大学と

寧夏大学の研究教育の交流は 20 年に及ぶ。また、島根大学と寧夏大学は『島根大学・寧夏

大学国際共同研究所』を共同で寧夏大学キャンパス内に設立し、共同運営を行っている。

この研究所を拠点として、寧夏南部山区地域や銀川周辺地域における社会発展に貢献する

共同研究体制は確立されつつある。今後はここを中心に、中国西部地域の研究情報を発信

し、共同プロジェクトを実施することを通じて、両大学を中心に研究者相互の切磋琢磨と

若手研究者・大学院生への研究協力と育成を一層促進する予定である。 
 
【若手研究者の育成】 
若手研究者の育成方法としては、①共同研究の中に彼らの役割をつくり、具体的に共同

研究に参加することを通じ実地調査方法と収集資料の処理方法、および論文作成の指導を

実施すること、②同時に、定期的に開催される国際交流セミナーあるいはワークショップ
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で報告させ、同じ分野と他の分野からの専門的アドバイスを受けることで幅広い・複眼的

な視座をもてるようにすること、これらによって寧夏南部山区や日本の中山間地域の喫緊

の問題に対応できる実社会の改善に真に役立つ研究者を育てるようにする。 
ここで、想定される若手研究者とは、大学・研究機関の助教や助手、ポスドク・大学院

生であるが、両大学に所属する若手研究者を、短期留学（3 ヶ月～6 ヶ月）や両国で実施

される共同のフィールド研究、国際共同セミナーに参加（派遣・招聘）させ、報告させる。

共同フィールド研究、国際共同セミナーは、日本と中国で隔年に 1 回開催する。共同フィ

ールド研究では実地調査の経験を蓄積させる。国際共同セミナーでは、毎回のプロシーデ

ィングや論文集の発行を予定し、若手研究者の業績形成の支援も行う。 
研究テーマの大枠は、後述の２課題に限定し、その中で若手研究者個人の関心分野と調

整しつつ、具体的問題の解決方策に関して実証的研究を重視する。指導は国際共同研究所

が中心となり、島根大学、寧夏大学・寧夏医学院の共同研究者をコーディネートする。こ

れは、中国における農村開発分野で（とくに社会科学分野）研究に際して、通常の「課題(仮
説提示)と実証による検証」という方法がとられることが少なく、その研究結果をもとに政

策として展開される際に実証的根拠が希薄であるという問題を含んできたことへの対応で

ある。 
日本人若手研究者に対しては、寧夏南部山区で実地調査を原則として中国語で行うよう

にし、また中国人若手研究者に対しては、日本の中山間地域・役所で現地調査を原則とし

て日本語で行うようにする。これらにより、両言語を操り、幅広い学術的視点、実証的方

法を身につけさせるとともに、広範なフィールド調査の経験を蓄積させる。 
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若手研究者の育成方法 

島根大学・寧夏大学国際共同研究所 

 
 
【研究交流における主な研究課題】 
・本事業で計画している研究課題は以下の二点である。 
（1）寧夏南部山区の環境改善に資する農林畜産業経営、地域の二次三次産業の支援とそ

の技術開発 
（2）条件不利地域における社会経済変化による健康変化とその対策 

・寧夏南部山区の黄土高原地域では地力略奪的耕作の繰り返しにより、生産力は低下し自

給も困難な農村が広汎に存在する。それら農村では貧困ゆえに保健医療体制が不十分で、

衛生状態も悪く、これを改善し近代的な農村の基盤をつくる必要がある。また中国経済

の急速な発展とともに経済発展格差が深刻化し、その結果、農山村地域からの人口流出

が続き、地域産業である農・畜産業の衰退に拍車をかけている。このような経過は、日

本の高度経済成長による農山村の急激な変化と共通する特徴を持っている。 
・従って中国寧夏南部山区において、日本とくに中国地方の中山間地域の農山村が経験し

てきた変化とその対応策を生かすことが必要である。これにより南部山区さらに黄土高

原地域の適正な土地利用技術と農民の近代的な生活と農村社会のあり様を改善し、さら

に荒漠化する環境を適正な人為の作用によって改善し、地域社会の持続可能な発展方策

を確立することが可能になる。これは中国のみならず東アジア共通の課題であり、今後

の東アジアの持続的発展、環境問題の解決のために極めて重要な意義を持つものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国における調査研究・セミナー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本における調査研究・セミナー

日本の中山間地域
における調査研究 
（実証研究の実地訓練） 

日本側学生・院生・ 

若手研究者 

中国側学生・院生・ 

若手研究者 

課題に基づく国際
交流セミナー 

（参加・報告・討論） 

中国寧夏南部山区
における調査研究 
（実証研究の実地訓練） 

課題に基づく国際
交流セミナー 

（参加・報告・討論） 

論文作成

指導・ 
論文集 
発行 

派遣 

参加参加 

招聘

指導 指導
コーディネート 

島根大学 
研究者 

寧夏大学 寧夏医学院 
研究者 研究者 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況（平成 20 年度から開始） 
【共同研究体制の確立】 
寧夏を主な対象とした研究交流の実績は，1987 年の現地調査活動がその最初で，その後

の 20 年間にわたる研究交流活動の基礎となっている。1989～1990 年度には科研「中国の

低開発地域における地域開発に関する研究―黄土高原地域の第一次産業開発―」（代表 北

川泉）により本格的な共同研究が開始され，1990 年の環日本海シンポ（島根大学主催）で

その成果が報告され，1995 年には『中国・黄土高原地域開発研究論文集』（地域開発政策

日中国際共同研究グループ）が刊行された。さらに 1997～1998 年度の科研「環日本海諸

国における過疎問題の比較調査―韓国・中国・日本を中心に―」（代表 北川泉）では対象

を韓国にも拡大し，その成果は，1999 年に国際シンポジウム「環日本海地域における中山

間地域問題の国際比較―中山間地域対策の新たなあり方を考える―」（島根大学）において，

中国，韓国の研究者も交えて報告・討議された。 
2000 年度から開発と環境に関する新たなテーマ「退耕還林と生態建設による農村発展」

によるプロジェクト（代表 寧夏大学 陳育寧学長）が開始された。そこでは実証研究に

基づく客観的事実の分析による方法論が重視され，大規模な現地共同調査が実施された。

次いで，2003～2005 年度には科研「地域間格差是正と環境改善の最適地域マネジメント」

（代表 保母武彦）により，一層共同研究体制が確固なものになった。 
 

【全学的取組みへの展開】 
これを機に 2004 年に国際協力銀行の円借款により島根大学・寧夏大学国際共同研究所が

創設された。その落成記念国際シンポジウム「東アジアにおける社会発展と環境のあり方

を考える」が 2005 年松江市で開催され，両大学などの 10 数名による共同研究の成果が報

告され，その結果は『東アジアにおける農村の発展と環境』と題する図書として刊行され

た。島根大学でも研究所設立とともに「寧夏プロジェクト」を開始し，全学的な取組みと

して展開している。 
また，島根大学と協定校である寧夏大学，寧夏医学院との覚書により，国際協力銀行「中

国・内陸部人材育成事業」を活用して，両大学の教員を「寧夏特別研究員」として 2005 年
度より毎年 7～8 名ずつ受け入れ，様々な分野での共同研究を実施するとともに，島根大学

と寧夏大学で定期的に国際ワークショップ（2006 年寧夏大学で実施）や国際シンポジウム

（2007 年寧夏大学で実施，2008 年島根大学で実施予定）を開催し，研究成果の相互の共有

を果たしてきている。 
 島根大学・寧夏大学国際共同研究所を中心とした研究交流は、他の島根大学独自の特徴

ある研究課題とともに大学全体で支援するプロジェクトとして重視され、島根大学が全学

的な研究組織を形成し、大学として強力に推進するために、プロジェクト研究推進機構を

創設して支援している。（参考 http://www.proken.shimane-u.ac.jp/） 
 このように，長期間にわたる研究交流活動によって，本事業で想定されている研究交流

目標に関する基盤条件は十分に達成されてきたといえる。 
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７．平成２０年度の研究交流目標 
平成 20 年度においては，以下の研究交流を予定している。 
① 平成 20 年 6 月～ 短期（6 ヶ月）研究者招聘事業 
・国際共同研究所における研究に関して，寧夏大学・寧夏医学院の若手研究者から公募

し，2 名招聘する。 
・各研究課題に合致する島根大学研究者の下で指導を行い，帰国後も最新の研究方法に

よる実証的な研究を実施できるようにする。 
② 平成 20 年 8～11 月 日本の中国山地を対象とする共同研究および研究交流 

・日本側の研究者，若手研究者および中国から招聘した若手研究者（2 名）らで研究組

織を編成し，中国地方の中山間地域において，地域振興，地域医療に関する共同研究

を実施することにより，一層の共同研究体制を確立する。 
③ 平成 20 年 7～9 月 中国寧夏南部山区を対象に共同研究および研究交流（日本側研究者

5 名派遣） 
・日本側の研究者、中国側研究者および若手研究者らで研究組織を編成し，中国寧夏南

部山区を中心に地域環境保全，地域振興に関する共同研究を実施する。 
④ 平成 20 年 12 月 島根県松江市において国際学術セミナーを実施（中国側研究者６名招

聘） 
・『条件不利地域における地域振興と生活改善（仮）』を行う。このセミナーでは，この

ために招聘した中国側研究者（2 名）とともに日本の中山間地域地域における農村開発

（地域振興研究）の現場の実地共同調査と農村医療（疫学的研究）の共同研究を 4 日

間実施し，それらの結果を踏まえたうえで，6 月から招聘している若手研究者（2 名）

の研究成果を報告するとともに，中国における共同研究の成果を報告し，セミナーの

テーマに即して学際的な討論を実施する。 
⑤ 平成 20 年 12 月～平成 21 年 3 月 

・国際共同研究所を中心に，1 年目の共同研究の成果のまとめを行い，セミナーのプロ

シーディング集を作成。また若手研究者の成果の論文作成を指導する。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

 

①農村開発 全体テーマ「寧夏南部山区の環境改善に資する農林畜産業経営、地域の二次

三次産業の支援とその技術開発」 

（1）日本での共同研究 

・共同研究全体 

 テーマ  「中山間地域における社会経済変化による環境変化の把握と適正管理方法」 

 メンバー 保母武彦，廣嶋清志，伊藤勝久，喜多威知郎，一戸俊義，小林伸雄，伴 琢

也，米 康充，関 耕平，上園昌武，高 桂英*，張 前進*，宋 乃平*，杜 霊

通*（*印は本経費で招聘する中国人研究者。招聘 3名*1 週間（日本での中山間地

域の調査研究とセミナー参加）、中国人若手：招聘 1名*6 ヶ月（日本での研修）） 

 全体テーマの下で，日本側研究者とそのカウンターパートになる中国側研究者は，農村

開発経済，人口問題，環境経済，土地利用，農村社会，畜産，農作物育種，廃棄物問題な

どについて共同研究を実施し，日中の農山村の現状と課題を共通理解とした上で，中国の

農村開発に関して環境変化を把握したうえで，適正な資源管理・社会組織・新しい制度に

ついて検討し，中国のとくに寧夏南部山区など条件不利地域の開発方法を検討する。 

 また若手研究者を 6 ヶ月間招聘し，リモート・センシングなどの手法を用いて地域環境

の変化の包括的な把握方法について指導・研究を実施する。その研修成果に関して指導教

員が論文作成までを指導し，セミナーで報告する。 

 

・若手研究者の研修 

 テーマ 「リモート・センシング利用による中山間地域における土地利用変化を通じた

地域環境の数量的把握」 

 メンバー 杜 霊通（中国人若手（招聘 6ヶ月），寧夏国際共同研究所助手）， 

米 康充（指導教員，島根大学生物資源科学部） 

研修内容は，中国人若手研究者が専門とする，地域環境保全のための土地利用の変化に

ついての衛星データ活用（リモートセンシング），エコロジカル・フットプリントの計算（対

象とする寧夏南部山区は自治区全体でも貧しい地域でありながら，環境負荷が増加してい

る）をしていたことから，特定地域の環境問題の包括的な数値化する手法を身につける。

また「資源環境勘定」の方法を寧夏の特定地域で試算し，そこから地域の環境状況を客観

的に示すことなどを目的とする。この成果は，12 月に実施予定のセミナーで報告し，参加

者からの意見を参考に論文にまとめる。 

 

（2）中国での共同研究 

・共同研究全体としてのテーマ・メンバー 

テーマ 「寧夏南部山区に環境改善と地域産業の育成」 
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 メンバー  伊藤勝久*，一戸俊義*，関 耕平*，井口隆史，谷口憲治，中林吉幸，小林

伸雄，伴 琢也，喜多威知郎，高 桂英*，張 前進*，宋 乃平*，陳 育寧，

馬 敏文，王 国慶，王 広金，（*印は本経費によって日本から派遣（3名*1 週

間）、中国で現地参加（3名*1 週間）、井口は国際共同研究所所長として現地参加，

その他メンバーは別経費で参加する） 

 中国においては，寧夏南部山区をフィールドに設定し，農村社会組織の課題，畜産振興，

廃棄物処理に関して，各側面から調査研究を実施し，当該地域における環境改善と地域産

業の育成に資する研究を実施する。それら各調査研究のテーマごとに中間まとめをし，12

月のセミナーで報告する。 

 

②農村医学 全体テーマ「条件不利地域における社会経済変化による健康変化とその対策」 

（1）日本での共同研究 

・共同研究全体 

テーマ   「中山間地域における生活習慣病多目的コホート研究」 

メンバー  塩飽邦憲, 山﨑雅之, 岩本麻実子, 楊 建軍, 王 莉, Mutombo Beya Wa 
Bitadi, 並河 徹, 益田順一, 山口修平, 伊藤勝久，Dr. Yan Qaing* （*印は本経

費により 1 週間招聘、寧夏医学院附属病院上級医師。その他の外国人研究者は別

経費による） 

日本側の研究者，若手研究者および中国から招聘した若手研究者（2 名）、中国・アフリ

カからの留学生（3 名）らで研究組織を編成し，島根県の中山間地域において，地域振興

と地域医療に関する共同研究を実施することにより，一層の共同研究体制を確立する。 

『条件不利地域における地域振興と生活改善（仮）』のセミナーでは，招聘した中国側若

手研究者の研究成果を報告するとともに，中国における共同研究の成果を報告し，セミナ

ーのテーマに即して学際的な討論を実施する。また、2006 年からの島根県と銀川市での肥

満関連疾患についての疫学調査の成果をまとめ，セミナーの報告集を作成するとともに、

若手研究者の成果の論文作成を指導する。 

 

・若手研究者の研修 

テーマ   「中山間地域におけるコホート研究の技法習得」 

メンバー  Dr. Yong Zhang（招聘 6ヶ月，寧夏医学院講師、予防医学） 

      塩飽邦憲（指導教員，島根大学医学部） 

島根大学疾病予知予防研究拠点(仮称)が実施する島根県中山間地での生活習慣病多目的

コホート研究の技法（地方自治体や住民との協働方法、疫学・社会疫学手法、検査解析手

法、健康政策科学）を学び、寧夏自治区での生活習慣病多目的コホート研究の基盤づくり

に生かす。 
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（2）中国での共同研究 

・共同研究全体 

テーマ   「銀川市における社会肥満関連疾患の疫学研究」 

メンバー  塩飽邦憲*, 楊 建軍，Hui Song, Hui-fang Yang, Yan Qaing**, Yong Zhang, 
Chen Nan, Tao Xiu-juan（*印は本経費による日本からの派遣。**は中国での現地

参加。各 1名，1週間，他メンバーは別経費による） 

寧夏回族自治区での生活習慣病多目的コホート研究の基盤づくりを強化するために、島

根県中山間地での生活習慣病多目的コホート研究成果と寧夏自治区での疫学研究成果を発

表し、共同研究体制を確立する。 

 

 

８－２ セミナー 

島根県松江市において国際学術セミナーを実施（中国側研究者 4 名招聘） 

・『条件不利地域における地域振興と生活改善（仮）』を行う。 

このセミナーでは，このために招聘した中国側研究者（2 名）とともに日本の中山間地域

地域における農村開発（地域振興研究）の現場の実地共同調査と農村医療（疫学的研究）

の共同研究を 4 日間実施し，それらの結果を踏まえたうえで，学際的な討論を実施する。 
 セミナーでは，農村開発グループ，農村医学グループがともに報告し，セミナーのテー

マに即して学際的な討論を実施する。セミナーの内容としては，6 月から招聘している若手

研究者（2 名）の研究成果を報告するとともに，中国における各課題に基づく共同研究の成

果を報告する。 

・国際共同研究所を中心に，1 年目の共同研究の成果のまとめを行い，セミナーのプロシ

ーディング集を作成。また若手研究者の成果の論文作成を指導する。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

該当なし 
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 10

９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国    合計 

日本  4/28    4/28 

中国 6/388     6/388 

       

       

       

合計 6/388 4/28    10/416 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

27／173  （人／人日） 

 


