
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
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 
（    ）拠点機関：  

 
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.ningxia.shimane-u.ac.jp/index.html  
３．開始年度 
平成 ２０ 年度（ １ 年目） 
 
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：（英文）none 
      （和文）なし 
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（２） 国 （地域）名：なし 
拠点機関：（英文） 

      （和文） 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 
５．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
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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

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．平成２０年度研究交流目標 
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 5 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。 
 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

① 共同研究を実施してきた寧夏大学（1997 年 8 月に島根大学との交流協定調印）との交

流実績にもとづき設置された島根大学・寧夏大学国際共同研究所（2004 年 3 月設置、

2005 年 10 月 JBIC の円借款により建物完成）を交流の中心とし、同研究所関係者の人的

つながりにより研究協力体制が一層強化された。 

② 寧夏大学ではとくに共同研究所を基軸とした研究が中心であったが、寧夏大学の各学院

（農学院、経済管理学院等）に本プログラムによる共同研究体制が拡大しつつあり、多
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様な研究者に関心が高まった。 

③ 20 年度において、共同研究所を拠点とする中国西北部の学術研究ネットワークの構築の

ため、内蒙古師範大学との提携を構築した。 

④ 寧夏医科大学（旧、寧夏医学院。2004 年 2 月に島根大学と交流協定調印）の交流実績

にもとづき、本学医学部教員が訪問し、生活習慣病、農村疫学の共同研究体制の基盤を

構築した。 

⑤ 2008 年 7 月～12 月にかけて、寧夏大学、寧夏医科大学から各 1 名ずつ若手研究者を招

聘し（約 6 ヶ月間）、島根大学に滞在し、本学の研究者の指導の下に研修と共同研究を

実施した。 

⑥ また 2008 年 7～9 月に島根大学から教員・若手研究者が３時期に分けて寧夏大学、寧夏

医科大学を訪問（派遣）し、それぞれの共同研究者と現地調査や研究調整を実施した。 

⑦ 2008 年 12 月には、寧夏大学から 5 名、寧夏医科大学から 1 名の研究者を招聘し、３日

間の共同調査・共同研究を実施するとともに、３日間の共同セミナー（『条件不利地域

における地域振興と生活改善―農林牧業の技術革新・新たな農村運営・地域医療と健康

の易学研究―』）を実施した。（基調報告、17 本の研究報告・質疑応答、総括討論を実施

した）これにより、両国・三大学間の共同研究を一層進める必要があることを全員で確

認した。 

⑧ 上記共同セミナーの研究報告をもとに現在プロシーディング集を作成している。 

 

７－２ 学術面の成果 

日本側研究者の中国への派遣による調査研究に関して以下の成果があった。 
①園芸作物等（野菜、ジャガイモ、ブドウ）の市場調査を実施し、その品質と価格・市場

動向の広範な分析を行った。これにより、より高付加価値の農作物の生産とマーケティ

ングに関しての示唆を与えられることになった。 
②メンヨウの飼育状況について、「退耕還林」・「封山禁牧」下の状況で詳細な現地調査を実

施し、地元の小農による飼養・給餌方法に対して示唆を与えられる状況になった。また

羊肉の流通についても調査を実施したが、今後も継続的な調査研究が必要である。 
③農村小金融組織による相互扶助システムについて、事例地域を調査し、中小農民の自発

的な経営展開にとって小金融システムが有効に作用していることを明らかにした。 
④農村社会学の立場から都市近郊農村における地域内部のソーシャル・キャピタルに関し

て実地調査を実施し、その結果通勤兼業の進展や年齢階層による農外就業への意識差に

より、相互扶助、共同作業、ネットワークが徐々に弱体化していることが明らかになっ

た。この調査は異なった地域を対象に継続研究する必要がある。 
⑤自動車リサイクルに関して寧夏銀川市の実態調査を実施し、廃車処理に関してインフォ

ーマルセクターの存在とそこへの廃車流出による環境汚染の可能性が示唆された。技術

的な問題とともに制度の構築が必要であり、詳細な調査が継続的に実施される予定であ

る。 
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⑥生活習慣病に関して、日本、中国、モンゴルにおけるメタボリックシンドロームの有病

率に関しての調査報告では、内臓肥満、動脈硬化性疾病死亡率の点から各国における男

女別に生活習慣の差や遺伝要素があることが関連していることが明らかになった。 
⑦いずれの報告も、今後継続的な調査研究が必要であり、逐次論文化される予定である。 
 
７－３ 若手研究者養成 

若手研究者の招聘事業により以下の成果があった。 
①農学分野では衛生写真データや空中写真データの解析をもとに環境の変化を数量的に把

握する方法の研修を実施し、中国の荒漠化地域での環境変化や植林事業や「生態建設」

の効果測定に利用可能になった。とくに詳密な変化の測定には入手が比較的容易な空中

写真の分析が有効であることを、日本の植林地をもとに実証した。 
②医学分野では、日本の中山間地域においてコホートを設定し健診データを長期的に蓄積

し、生活習慣病の未然の防止に関する疫学研究の方法を研修し、寧夏の都市地域や低開

発の農村地域での応用が期待されることになった。 
③いずれの成果も、12 月に実施した共同セミナーで報告された。（現在、論文化されつつ

ある） 
 

７－４ 社会貢献 

共同研究の推進、若手研究者の養成に関して、次の点での社会貢献が予想される。 

① 低開発地域における農業の近代化と農民所得の向上 

農作物の品質、家畜飼育方法の改善、農村の相互扶助としての小金融組織など、具体

的な研究を通じて、農業構造を改善し、農民所得の向上をはかることが出来る。 

② 荒漠化の進む地域のモニタリング、環境負荷の軽減による環境改善への方法 

空中写真を用いた環境変化のモニタリングにより、荒漠化の防止と植林など環境保全

活動の効果について的確な資料により、その程度と改善方法が示唆できる。また、廃車

や生活廃棄物の投棄などなよる環境悪化に対して、改善に資する技術的あるいは制度的

な条件について研究をもとに提示することが可能である。 

③ 農村社会の安定化のための制度設計 

工業化の進展により出稼ぎや兼業化が進み、農地管理が不十分になったり、伝統的農

村社会がもっていた規範や人的つながりが希薄化している。日本の農山村の過疎化初期

と同様な状況が観察できるが、中国農村のソーシャル・キャピタルの研究から、日本の

経験をもとに農村社会の維持安定のために新たな制度設計への示唆を与えることが出

来る。 

④ 生活改善をもとにした健康維持の対策 

生活習慣は国・地域あるいは発展段階により異なるが、日本と中国の農村地域を対象

に長期的な研究の体制と健診データの蓄積を重ねることで、それぞれの地域に特有な生

活習慣病の予防に対応することが出来る。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

① 人材養成面では、全体テーマ（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）

に関わって、多様な分野の若手研究者を養成する必要がある。しかし対象者を受け入れ、

研修を実施する研究者側の制約（分野、研修時間、研修に必要とする資料・機材の予算

的問題）も多い。これらの点を少なくとも予算的制約から解消する必要があり、研修に

要する旅費以外の費目も当初から確定しておく必要がある 
② 研究面では、カウンターパートとなる寧夏大学・寧夏医科大学の研究者について分野を

広げながら共同研究を実施できる体制を一層整備する必要がある。さらに、より広範な

大学・研究所と共同研究を実施できる基盤（学術ネットワーク）を構築を推進する必要

がある。 
③ 各分野の研究（農林牧畜業の技術的・販売戦略的検討、農村社会・農村組織の構造的検

討、生活改善と健康社会のための医学研究）はいずれも変化する社会と産業構造を対象

にした長期的観察が必要である。本プロジェクトの期間中に、長期的共同研究体制整備

のための基盤（人的ネットワーク、社会に対して影響力のある共同研究の成果）をつく

っておく必要がある。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    6 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  0 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  0 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

①農村開発 

（1）日本での共同研究 

 ・共同研究全体 

寧夏大学教員を招聘し島根大学で共同研究を実施 

【2008 年 12 月 1 日～12 月 9 日、共同研究は 12 月 2 日～4日】4名 

 ・若手研究者の研修 

寧夏大学若手教員を招聘し島根大学で共同研究を実施 

【2008 年 7 月 10 日～12 月 25 日】1名（生物資源科学部で受け入れ） 

（2）中国での共同研究 

 ・共同研究全体 

生物資源科学部・法文学部教員が寧夏大学を訪問し共同研究を実施 

以下の６課題についていずれも寧夏大学の研究者らと研究グループを構成し、地域振

興に資する方法とその普及を目的に、現地調査を実施した。 

【第１クール 2008 年 8 月 15 日～8月 25 日】2名（本プログラム以外の経費で 4名） 

  【第２クール 2008 年 9 月 14 日～9月 23 日】1名（本プログラム以外の経費で 4名） 

   

（3）成果 

 ・日本での研修・日本の中山間地域の調査に関して 

   若手研究者を約 6 ヶ月間招聘して、緑被の量的質的推定に資するためリモートセン

シングを活用する方法を研修させた。研究成果は 12 月セミナーで報告したが、そのデ

ータ的特性・分析方法に関して、帰国後、比較的小さな地域で植林まもない樹木の生

育状況を航空写真を主体に測定する手法が確立されたといえる。 

   中国の研究者４名を招請して、中山間地域の過疎化以降の新たな取り組みについて、

現地でヒアリングを基にした調査を実施した。過疎・高齢化、農林業・地域社会の衰

退という農村問題に対して、有機農業振興、若手担い手の定着促進、新たな流通チャ

ンネルの形勢など積極的な側面を理解してもらうことにより、日中の農村振興の共通

目的が具体化された。 

 ・中国での調査に関して 

   ２クールに分かれて各班の個別課題に基づき調査を実施した。園芸農業、牧畜業、

特産品農業に関して、生産に関わる技術的・制度的問題を確認するとともに、高付加

価値化に対して流通面での改善の余地が大きいことが確認できた。農業小金融、環境

保全型農業振興政策、地域社会の変質と内的結束力に関する調査において、急激な経

済成長とそれに追従する農民と従来型農業の空洞化が確認でき、それらを包摂する対

策の必要性が、日中の研究者ともに確認でき、共通目標が明確化した。 
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②農村医学 

（1）日本での共同研究 

・共同研究全体 

  寧夏医科大学の研究者を招聘し島根大学で共同研究を実施 

【2008 年 12 月 1 日～12 月 9 日、共同研究は 12 月 2 日～4日】1名 

 ・若手研究者の研修 

寧夏医科大学の若手教員を招聘し島根大学で共同研究を実施 

【2008 年 7 月 8 日～12 月 25 日】1名（医学部で受け入れ） 

（2）中国での共同研究 

 ・共同研究全体 

医学部教員が寧夏医科大学を訪問し共同研究を実施 

【2008 年 7 月 16 日～7月 25 日】1名   

（3）成果 

 ・日本での研修・日本の中山間地域の調査に関して 

   若手研究者を約６ヶ月間招聘し、医学部において日本の中山間地域で実施している

コホートのよる疫学研究に関して、健診、データ解析をともに行った。また中国の研

究データの分析について指導した。この成果はセミナーで報告した。 

   さらに中国側から研究者を招聘し、医学部で短期間の共同研究を実施した。先の若

手研究者の研修成果と相俟って、中国の都市部・農村部でのコホート研究の重要性を

相互に確認し、その手法について共同調査・研究を行うための基盤が整備された。 

・中国での調査に関して 

   寧夏銀川市を中心に事業所労働者の健康診断を実施し、その成果の分析手法を確立

した。また寧夏における地域医療の状況を視察し、研究者から農村部の地域医療や社

会保障についてヒアリングを行った。これにより寧夏でコホートを設定し共同の調査

研究ができる基盤が形成された。 

 

８－２ セミナー 

島根大学（松江キャンパス）で、国際セミナーを開催（2008 年 12 月 5 日～７日） 

【概要】 

セミナーに先立って、招聘した中国側研究者とともに①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②農村医療（疫学的研究）の共同研究

を実施した。それによってセミナーへの共通理解が醸成された。この結果を踏まえたうえ

で共同研究の成果を 2 日間にかけて報告し、異なる分野間での議論も活発に行われた。さ

らに 3 日目に学際的な総合討論を論点整理に基づき、開発、社会変動、健康影響について

実施した。さらに陳顧問から講評・アドバイスを得て、今後の共同研究と若手研究者育成

の方向性と方法論関して議論が行われた。 
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【成果】 

 本セミナーでは多岐にわたる報告が行われ、主題報告についで、農村開発（社会経済、

農林畜産生産技術、環境・廃棄物対策、水環境と水利用など）および農村医学（生活習慣

病の疫学的研究、地域医療、衛生問題など）からの報告が 17 本あった。予稿集を作成し通

訳付きの報告としたことから、他分野の研究者にも相互理解が深まった。これらを踏まえ

た総合討論では、論点整理を行ったうえで会場からの多くの意見が出され、本プロジェク

トの意図する、共同研究と若手研究者育成のうえで多くの示唆が得られた。最大の成果と

考えられるのは、農村開発と農村医療・健康増進について、関連する分野の研究者が新た

なグループを組織して学際的研究に乗り出す気運が高まり、実際に２１年度の調査では新

たな研究分野を構成する予定になった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

  なし 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 中国  合計 

日本 
実施計画  4/28  4/28 

実績 4/42  4/42 

中国 
実施計画 6/388   6/388 

実績 9/364  9/364 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 6/388 4/28  10/416 

実績 9/364 4/42  13/406 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  28／192 （人／人日）    5／15（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 2008 研究終了年度 2010 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Support and technical development on agriculture and 
regional industry for environmental improvement in Ningxia 
southern mountain area 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）伊藤勝久・島根大学生物資源科学部・教授 

（英文）Katsuhisa Ito, Shimane University Faculty of Life and 
Environmental Science, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
高 桂英・寧夏大学島根大学国際共同研究所・所長・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

3/21  3/21 

実績 3/32  3/32 

中国 実施計画 4/201 
 

 4/201 

実績 6/190  6/190 

 実施計画   
 

 

実績    

合計 
実施計画 4/201 3/21  7/222 

実績 6/190 3/32  9/222 

② 国内での交流       5 人／15 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

寧夏銀川市周辺および南部山区の社会発展と環境改善を目標にして、

日本側研究者と中国側研究者は、主に４つの課題により中国での現地調

査と日本で中山間地域の調査を実施し、その成果を 12 月のセミナーで報

告した。課題とその成果概要は以下の通りである。 

① 農牧業生産技術と市場動向（園芸作物の品質と市場動向の関連から生

産から流通面での高付加価値化への方策を示唆。また綿羊に関して放

牧から舎飼への変化により、飼養方法と栄養状態の関連を検討。これ

らは継続的に研究する予定。） 
② 環境保全技術と環境監視（退耕還林政策などによる植林と育成に関す

る技術的調査と緑被状態の監視技術について研修と共同研究を実施。）

③ 農村社会の変容と農業小金融（中国農村社会におけるソーシャル・キ

ャピタルの存在状況と相互扶助による小金融制度の意義と課題に関す

る調査研究。継続的に研究する予定） 
④ 廃棄物処理と循環型社会（自動車リサイクルについて現地調査をもと
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に現状と課題を明示した） 
これらの報告を相互に検討することで、社会組織や制度に関しては日

中の比較研究の重要性を確認し、農林畜産技術・環境保全技術・環境状

況の計測技術に関しては中国の低開発地域に即した方法を共同で開発・

研究することの必要性を確認した。とくに、環境状況モニタリングに関

して、日本での研修成果が安価に容易に応用可能であり有効であること

が明らかになった。 

以上の研究は下記のように分けて行われた。 

１.生物資源科学部・法文学部教員が寧夏大学を訪問し共同研究を実施 

以下６項目について寧夏大学の研究者らと研究グループを構成し、地

域振興に資する方法とその普及を目的に、現地調査を実施した。 

・（2008 年 8 月 15 日～8月 25 日）2名（本プログラム以外の経費で 4名）

現地で次の共同研究を実施。農民小金融システムの展開（谷口）、彭陽

県における環境保全と農業振興（井口）、地域特産をもとにした産業振

興（中林）、退耕還林・封山育林実施後の牧畜業（一戸）。 

・（2008 年 9 月 14 日～9 月 23 日）1 名（本プログラム以外の経費で 4 名） 

現地で次の共同研究を実施。園芸作物を中心とした品種傾向と市場動

態（小林）、農村社会の変化とソーシャル・キャピタル（伊藤）。 

２.寧夏大学若手教員を招聘し島根大学で共同研究を実施 

・（2008 年 7 月 10 日～12 月 25 日）1名（生物資源科学部で受入） 

生物資源科学部教員（伊藤、米）とともに、リモートセンシングを用

いて共同研究を行い、匹見演習林の森林生物量を測定した。その結果

は国際学術セミナーにて発表した。（杜） 

３.寧夏大学教員が島根大学を訪問し共同研究を実施 

・（2008 年 12 月 1 日～12 月 9 日、共同研究は 12 月 2日～4日）4名 

生物資源科学部・法文学部教員（伊藤、一戸、関ら）が、中国から招

聘した４名（1 名は別経費）の研究者とともに中国地方の中山間地域

状況と展開方向について視察を行い、それをもとに共同討論会を実施

した。 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

10 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－2 研究開始年度 2008 研究終了年度 2010 

研究課題名 （和文）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

（英文）Health and countermeasure for socio-economical changes in 
the less-favored areas 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）塩飽邦憲・島根大学医学部・教授 
（英文）Kuninori Shiwaku, Shimane University Faculty of Medicine, 
Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Hui Song, School of Public Health, Ningxia Medical College, 
Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

1/7  1/7 

実績 1/10  1/10 

中国 実施計画 2/187 
 

 2/187 

実績 3/174  3/174 

 実施計画   
 

 

実績    

合計 
実施計画 2/187 1/7  3/194 

実績 3/174 1/10  4/184 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

島根県の中山間地域および寧夏自治区では、急激な社会経済的変化に

より生活習慣がかわり、肥満関連の生活習慣病が増加しつつある。この

ため、日本側の研究者および中国研究者、中国などからの留学生らで研

究組織を編成し、地域振興と地域医療に関する共同研究を実施し、共同

研究体制を確立した。主要課題と成果は下記である。 
① 生活習慣病関連（日本、中国、モンゴルにおけるメタボリックシンド

ロームの有病率に関しての調査を実施したところ、内臓肥満、動脈硬

化性疾病死亡率の点から各国における男女別に生活習慣の差や遺伝要

素があることが関連していることが明示。） 
② コホート研究のベースライン調査（日本において、コホート研究を実

施している地域での基礎的調査の意義と方法について研修により研究

実践を行い、中国での今後の研究設計について共同検討を実施した。）

これら中国における共同研究および中国の招聘若手研究者の研修成果

を 12 月セミナーで報告し、生活習慣病改善および農村社会の変貌とソ

ーシャルキャピタルと健康の関連について学際的な討論を実施した。 
以上の研究は下記のように分けて行われた。 

１.医学部教員が寧夏医科大学を訪問し共同研究を実施 
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・（2008 年 7 月 16 日～7月 25 日）1名 寧夏医科大学附属病院での銀川

市を中心に事業所で働く労働者の健康診断、農村部の地域医療や社会

保障について聞き取りを実施した。（塩飽） 

２.寧夏医科大学の若手教員を招聘し島根大学で共同研究を実施 

・（2008 年 7 月 8 日～12 月 25 日）1名（医学部で受入） 

医学部教員（塩飽、山﨑）、大学院生らとともに、現地ヒヤリング調査

および島根大学医学部で生活習慣病コホート研究の企画・運営、デー

タ管理を研修。また中国の労働者データを解析し、国際学術セミナー

にて発表した。（張） 

３.寧夏医科大学教員が島根大学を訪問し共同研究を実施 

・（2008 年 12 月 1 日～12 月 9 日、共同研究は 12 月 2日～4日）1名 

医学部教員（塩飽ら）が、中国から招聘した 1 名の研究者（Dr. Yan 
Qiang）とともに中山間地域における疫学研究・データ分析方法・解

析結果について打ち合わせを実施し、それをもとに共同討論会を実施

した。 

日本側参加者数  

11 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 条件不利地域における地域振興と生活改善

（英文）JSPS Regional promotion and life improvement policy in 
the less-favored areas 

開催時期 平成 20 年 12 月 5 日 ～ 平成 20 年 12 月 7 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、松江市、島根大学 
（英文）Japan, Matsue, Shimane university 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）伊藤勝久・島根大学生物資源科学部・教授 
（英文）Katsuhisa Ito, Shimane University Faculty of Life and 
Environmental Science, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

高 桂英・寧夏大学島根大学国際共同研究所・所長・教授 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     5/15 （5/15）人/人日 12/36 

（12 /36）

 人/人日

中国側参加者         7/21 （7/21）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者     23         人 

24 人

中国側参加者      1        人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

① と②の合計人数        36 人 

セミナー開催の目

的 
農村開発の現場の実地共同調査と農村医療の共同研究結果を踏まえ

て、総合的に農村問題をとらえ学際的な討論を通じて解決策を検討す

ることを目的とする。 
 農村における諸問題は、住民の社会的状況、物的環境、健康状態が

密接に関連していると考えられるが、これを明示的にセミナーの課題

とすることにより、農村問題をより幅広くとらえ、より現実に近づけ

る研究スタンスを得ることが出来るという意義がある。 
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セミナーの成果 農村開発や生活改善のためには、関連するあらゆる分野からの検討

が必要である。本セミナーにおいては、農村開発（社会経済、農林畜

産生産技術、環境・廃棄物対策、水環境と水利用など）の側面と農村

医学（生活習慣病の疫学的研究、地域のソーシャルキャピタルなど）

の側面を全ての参加者が全ての報告に関して学際的に検討することが

できた。 
異なる分野の研究者間の討論により、農村開発、農村医学の両分野

にとって新たな発想や課題が見出された。具体的には、①農業技術・

畜産技術の自然科学的検討だけでなく、販売・マーティング、農村社

会への受容体制構築など社会科学的研究との共同が確認された。②農

村社会の変容に関して経済学的手法だけでなく、社会学的接近やソー

シャルキャピタルの変容も大きな要因になっていることが明らかにな

った。③生活習慣病に関してコホート研究のベースライン調査を実施

する必要性とともに、社会組織の性格に迫るソーシャルキャピタル研

究も必要であることが確認された。 
これら学際的討論により若手研究者には大きな刺激になったと考え

られる。また総括では寧夏大学元学長より、非常に内実のあったセミ

ナーであるとの評価を得、中国側研究の方法を日本側が実施したよう

に具体的なデータ収集と綿密な分析方法が重要であるとの評価があ

り、中国に帰国後本セミナーの報告会を実施するとの発言があった。 
これらの報告と討論の成果は、現在作成中のプロシーディングとし

て公表し、本研究メンバー以外の研究者へも波及することが期待され

る。 

セミナーの運営組

織 
セミナーは、農村開発、農村医学のメンバーからの数名の実行委員を

選び、日中間で相互に連絡しながらスケジュール・プログラムを作成

した。また両国研究者の研究成果を予稿集として両言語（または英語）

で用意し、報告会当日にはこれを元に相互討論者方式で議論を深める

ことが出来た。 
 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 ①農村開発現場の実地共同調査  金額 17 万円 
   ②セミナー開催一式・通訳       19 万円 

相手国(地域) 内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流   該当無し       （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本   計 

日本 
実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画     

実績    0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19



 20

１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 2,172,436  

外国旅費 1,795,964  

謝金 328,000 70,000 円分は課税支

出 

備品・消耗品購入費 204,568  

その他経費 0  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

102,698 課税支出謝金 70,000
円分差し引いて計算 

計 4,603,666  

委託手数料 492,000  

合  計 5,095,666  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 ０／０ 

第２四半期 1,530,000 ６／２１０ 

第３四半期 2,285,450 ７／１９６ 

第４四半期 788,216 ０／０ 

計 4,603,666 １３／４０６ 

 
 
 


