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平成２２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/aa/index.html 
 
 
３．開始年度 

平成２０年度（ ３ 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・山本 廣基 
 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 国際交流課 
 
 
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）Ningxia Medical University 
 （和文）寧夏医科大学 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
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し，寧夏医科大学を協力機関にして，共同研究・研究交流を充実させ

る。相互の大学で若手研究者の人材育成を実施し，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案を目標とするという今までの目標に対して，

農村医療・地域における生活習慣病要因の解明などの疫学部門を強化することにより，本

プロジェクトの課題の達成に有効であるため，島根大学医学部と交流を締結している寧夏

医科大学（2008 年に寧夏医学院を改称）を協力機関とした。 
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，寧夏医科大学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・疫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・環境変化また生活変化に対応でき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られる。 
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６．平成２２年度研究交流目標 
（1）研究協力体制の構築 

 ・研究分野ごとに共同研究の強化。とくに，若手研究者，大学院生を含めた研究チーム

を形成し，調査・解析能力を高め，論文執筆を指導することにより人材育成を図る。 

 ・中核の 3 大学以外の研究者も含めた共同研究体制の強化。中国の条件不利地域である

西部地域の大学研究者も共同研究に組み込み，研究交流を拡大し，各地域の現状にあ

った解決策を検討・提言する。 
 ・島根大学「特定研究部門プロジェクト」による医学，人文社会科学，自然科学，およ

び学外との学際研究において，招聘した中国人若手研究者ともに調査研究を実施し，

最先端の研究方法を研修し，人材育成を図る。 
（2）学術的観点 

 ・研究を総括し，学術専門誌に投稿または図書を出版 

 ・日本で国際セミナーを実施し，共同研究の結果報告，成果と課題を抽出。 
（3）若手研究者養成 
 ・中国から若手研究者（動物栄養学分野，公衆衛生学分野）を 2 名招聘し，農村開発分

野，医学分野で研修を実施。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

【中国における研究調査活動と交流】 
平成 22 年度は、下記のように 6 グループの中国における現地共同研究が行われ、研究交

流体制が強化された。 
・植生被覆のリモートセンシング研究（米康充・木原康孝と島根大学寧夏大学国際共同研

究所） 
・農村開発・農林業経済研究（井口隆史・伊藤勝久・桑畑恭介と寧夏大学西部発展研究セ

ンター）     
・農業経済学・農村金融研究（谷口憲治・劉海涛と寧夏大学農学院） 
・植物学・栽培技術研究（小林伸雄・足立文彦と寧夏大学農学院） 
・動物栄養学・畜産学（一戸俊義と寧夏大学農学院） 
・農村医学・疫学研究（塩飽邦憲・王莉と寧夏医科大学） 
 これらの研究は、従来から中国側共同研究者とともに形成してきたものであり、現地で

の打ち合わせ・調査を実施し、今後の研究の発展への研究体制づくりをより強固にした。 
【日本における研究調査活動と交流】 
 また農村開発分野では、セミナー開催時に訪日した自然科学系・社会科学系研究者とと

もに、9 月 27～28 日の両日、島根・広島県境周辺の農村の視察を実施した。日本の中山間

地域のおかれている状況や新たな様々な取り組みを見学し持続可能な発展に関する共通理

解を得ることを目的とした。 
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【セミナーにおける交流】 
 セミナー（松江市で開催）に際しては、中国側から招聘と自費参加も含め、11 名の参加

があった。セミナーは後述のように発表数が多かったため分科会形式をとったが、最終の

総括討論では学際的な検討がなされた。社会科学分野・自然科学分野・医学分野ともに、

学際研究の必要性を確認した。 
【相互の貢献】 
 中国に対する貢献は農村の持続可能な発展に向けた、上記 3 分野の調査研究を実施し、

その分析結果を調査対象の農村にフィードバックし、社会の問題解決の方向性と低負荷農

林牧畜業が可能になることである。 
 日本に対する貢献では、中国の社会状況の社会科学的研究が今後の我が国の中山間地域

対策に活用できること、農林牧畜技術開発を中心にした自然科学分野では乾燥地や自然条

件の劣悪な地域においても、持続可能な生産をするために我が国にも応用可能な点である。 
さらに農村医学・生活習慣病の疫学研究では、従来より島根大学で行われてきたコホート

研究の範囲を拡大し、農村・都市間、日中間の比較が可能になり新たな知見を期待するこ

とができることである。 
 
７－２ 学術面の成果 

 上記分野ごとには次のような学術的成果が上がり、その概要は 9 月 29 日～10 月 2 日の

セミナーで報告された。 
【本年度の学術成果とセミナーにおける報告】 
 報告の主な分野は①農村開発問題、②環境モニタリング、③農業生産技術及び④農村医

学である。①農村開発関係では、10 報告があり、寧夏および中国農村の現状分析、政策的

示唆および日本の農村問題との比較研究などであった。②環境モニタリング関係では 2 報

告があり、植生回復と乾燥地・荒地・塩害地の回復に関するものであった。③農業生産技

術関連では、作物の温暖化の影響解析、食味と販売方法の示唆及び畜産飼料に関する 4 報

告があった。最後に④農村医学分野では、中国農村と日本農村を事例に生活習慣病に関す

る 4 報告があった。 
【成果】 
 共同研究及びセミナーを通じての成果としては、中国の低開発農村地域に対して、社会

経済および制度的問題から、厳しい環境悪化と回復努力の評価から、また農業生産を高め

所得向上・資源の有効利用の提案から、及び農民の健康問題の解決という視点から、持続

可能な農村を形成していくための問題が整理され、また関連する新たな研究課題も見出さ

れた。さらに本プロジェクトに関連する主要 3 大学以外からも多くの研究者、大学院生、

留学生が集まり民族特性、環境問題などの報告があり、総括討論では多面的な学際的討論

が行われ、今後の学際研究の可能性が高まった。 
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７－３ 若手研究者養成 

（1）招聘 
【生物資源科学部】 

2010 年度アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費により、寧夏大学農学院講師の徐 暁
鋒（専門分野：動物栄養学および飼料学）を、平成 22 年 7 月 15 日から平成 22 年 10 月 15
日まで島根大学外国人研究者として招聘した。研究テーマは「反芻胃内における飼料分解

様相の解析」である。寧夏回族自治区中部乾燥帯のメンヨウ農家から採取した給与飼料サ

ンプルを供試し、in vitro 消化試験法によって自由摂取量、有機物消化率および代謝エネル

ギー含量の推定を行った。滞在中の試験成果は、2010 年 9 月に開催された日中国際学術セ

ミナーにおいて口頭発表を行い、日本緬羊研究会誌に原著論文として投稿し、掲載された。

（受入：生物資源科学部 一戸俊義教授） 
【医学部】 

2010 年度アジア・アフリカ経費により、寧夏医科大学公衆衛生学部講師の李麗萍（専門

分野：公衆衛生学）を、9 月 1 日から 2 月 28 日まで島根大学外国人研究者として招聘した。

研究課題は「地球温暖化に伴う生体影響と防御機構の解明」である。温暖化による生体影

響と防御機構について文献レビューを行い，動物実験の研究デザインを立案した。そして，

マウスおよびラットを用いて，食事パターンとストレスによる肥満，耐糖能異常，脂質異

常への影響を検討した。（受入：医学部 塩飽邦憲教授）  
（2）派遣 
 医学部大学院研究生の王莉を 9 月 7 日～22 日（寧夏医科大学 8-12 日と 18-21 日，白陽

鎮 13 日-17 日）まで、寧夏医科大学公衆衛生学研究室に派遣した。寧夏南部山区の彭陽県

白楊鎮の付近の農村（ロウ村と任湾村）で退耕還林事業を行っている農村の生活健康実態

調査を行うために，寧夏医科大学公衆衛生学部宋輝教授と調査準備（調査用紙の中国語訳，

聞き取り調査員の訓練），及び現地調査を実施した。（受入：寧夏医科大学 宋輝教授） 

 

７－４ 社会貢献 

 共同研究において中国条件不利地域の農村の持続的発展に対して、①農村開発・社会経

済問題、②産業開発・農林牧畜業の技術開発、③環境のモニタリング方法、④住民の健康

と衛生改善の各面から研究を実施してきた。その比較研究のために、日本の中山間地域の

農村の現状を視察・調査研究を実施することも並行して行ってきた。 

 これらのことから中国の条件不利・低開発農村に対して、日本の経験、技術を踏まえた

一定の提言が行えるようになった。その提言を中国農村の現場に普及することで、地域社

会に対する貢献につながる。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 本プロジェクトによる共同研究は学際化・総合化を目指すものであったが、実際には学

際的・総合的検討を実施したのは各研究成果を持ち寄ってのことであった。今後は、共同

研究のプロセスから学際化を目指す必要があり、これが今後の課題として残っている。し

かし、本プロジェクトによって、各分野での研究協力に関する基盤は形成されたので、今

後の学際的研究の推進に関しては国際共同研究として比較的容易に行えると考えている。 
 なお、セミナーの総括討論では学際的に、多方面からの検討があり、寧夏回族自治区と

いう社会経済特性・黄土高原地域、高原・乾燥／半乾燥地域という立地的・気候的特性、

また経済発展の著しい影響を受けているという点から、今後は①農村（都市）問題、②持

続可能な生産のための技術開発、③農村医学、④住民参加・教育、⑤少数民族、⑥制度の

比較、⑦地域実装化という分野でより詳細な具体的な研究課題が提起された。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   17 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 2 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 5 本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

・植生被覆のリモートセンシング研究（米康充・木原康孝）（受入：島根大学寧夏大学国際

共同研究所）：退耕還林実施地域の植生モニタリング方法の確立および塩害地改善方策

の研究。 
・農村開発・農林業経済研究（井口隆史・伊藤勝久・桑畑恭介・他）（受入：寧夏大学西部

発展研究センター）：寧夏南部山の農村集落調査による労働移動・産業構造変化の研究。 
・農業経済学・農村金融研究（谷口憲治・劉海涛・他）（受入：寧夏大学農学院）：農業産

業化（きのこ栽培）及び農村小規模金融の調査研究。 
・植物学・栽培技術研究（小林伸雄・足立文彦）（受入：寧夏大学農学院）：地域特産物（コ

メ）の市場調査と改善方法の提案。 
・動物栄養学・畜産学（一戸俊義）（受入：寧夏大学農学院、西部生態再建研究中心）：畜

産（ヒツジ）と飼料調査による羊養方法と給餌方法の改善の提案 
・農村医学・疫学研究（塩飽邦憲・王莉）（受入：寧夏医科大学公衆衛生学院）：農民の健

康状態及び生活習慣病の調査にもとづく健康面の特性。 
 

８－２ セミナー 

【セミナーの概要】 
本プログラムによるセミナーは今年度が３回目、最終回であることから、多くの参加者

による多様な報告を実施することとし、その総括および残された課題の検討行った。 
 セミナーの目的は３年間実施してきた共同研究・若手研究者育成に関して、その成果を

報告し相互に研究到達点の共通認識を得ることであった。本経費による参加者は全員が報

告し、分科会の座長・論点整理などの役割を担い、討論会の充実に貢献した。 
 報告はのちに示すように、主題報告 3、個別報告 31 で、参加者は約 45 名（関連分野の

大学院生、一般参加者を含む）であった。また研究者の所属大学では、島根大学、寧夏大

学、寧夏医科大学のほか、蘭州大学、西南大学、京都大学、横浜国立大学、島根県立大学、

龍谷大学、鳥取環境大学であり、大学の幅が広がり、多様な報告内容であった。 
 主題報告は主幹の３大学から、農業・食料問題（島根大学）、持続的農村開発の方向性（寧

夏大学）、中国農村の医療保険・福祉制度（寧夏医科大学）と全体テーマをカバーする内容

であった。個別報告はテーマの分類に基づき２会場で６分科会で構成した。それぞれの分

科会テーマは、農村開発、技術開発、環境問題、農村医学、農村発展、産業開発であり、

各 5～6 の報告があった。３日目は各分科会の検討内容の報告をうけた総括討論で、①農村

（都市）問題、②持続可能な生産のための技術開発、③農村医学、④住民参加・教育、⑤

少数民族、⑥制度の比較、⑦地域実装化への課題に関して討論を行った。 
【成果】 
 セミナーの成果として、研究対象である中国および日本の農村問題は多くの因子が交錯

しており、その問題解決のために各分野からの研究がなされてきたが、この度のように学
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際的に他分野の研究者の報告や意見を踏まえると、当該分野だけでは解決できない多くの

事象が存在することが改めて確認された。学際的視点から持続可能な農村を形成していく

ための研究意義とあらたな研究課題および方法論的共同化が整理されたといえる。 

 

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２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

         派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  11/119 

（8/70） 

11/119 

（8/70） 

実績 5/48 

（14/74） 

5/48 

（14/74） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 8/318 

（2/8） 

 8/318 

（2/8） 

実績 6/291 

（15/53） 

6/291 

（15/53） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/318 

（2/8） 

11/119 

（8/70） 

19/437 

（10/78） 

実績 6/291 

（15/53） 

5/48 

（14/74） 

11/339 

（29/127） 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

２１／１０５<人／人日> ４／２４<人／人日> 
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１０．平成２２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 

 <人／人日> 

実施計画  8/91（5/49）  8/91（5/49）

実績 3/24（10/44）  3/24（10/44）

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/163（1/4）   5/163（1/4）

実績 1/93（7/21）  1/93（7/21）

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/163（1/4） 8/91（5/49）  13/254（6/53）

実績 1/93（7/21） 3/24（10/44）  4/117（17/65）

② 国内での交流    ４ 人／２４ 人日 

２２年度の研

究交流活動 

①植生被覆のリモートセンシング研究（米康充・木原康孝）（受入：島根大

学寧夏大学国際共同研究所） 
②農村開発・農林業経済研究（井口隆史・伊藤勝久・桑畑恭介・関耕平・

上園昌武）（受入：寧夏大学西部発展研究センター、寧夏大学経済管理

学院） 
③農業経済学・農村金融研究（谷口憲治・劉海涛・王瑋）（受入：寧夏大学

農学院） 
④植物学・栽培技術研究（小林伸雄・足立文彦）（受入：寧夏大学農学院）

⑤動物栄養学・畜産学（一戸俊義）（受入：寧夏大学農学院、西部生態再建

研究中心） 
⑥若手研究者の招聘（徐暁鋒）（受入：島根大学生物資源科学部） 
⑦日本の中山間地域の視察・調査（高桂英、張前進、王国慶、韓秀麗、曹

兵、閻宏、蘇東海、徐暁鋒）（受入：島根大学生物資源科学部 伊藤、

一戸） 
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研究交流活動

成果 

①植生被覆のリモートセンシング研究：彭陽県における退耕還林実施地域

の植生確認および塩害地の視察と改善検討を行った。中国の限られた

データ提供体制の中から、リモートセンシングによって広範囲の土地

状況を把握するマクロ的方法を確立でき、また塩害地に関しても植生

面からその改善方向を検討することが可能になった。 
②農村開発・農林業経済研究：寧夏南部山の彭陽県において 4 つの農村集

落から詳細な聞き取り調査を実施した結果、各地域特性と労働移動・

産業構造変化の関係を確認することができた。また退耕還林の成果の

調査も同時に行い比較的安定した状況に至っていることを確認した。

③農業経済学・農村金融研究：銀川市永寧県における省間協力による農業

産業化（きのこ栽培）及び塩池県における農村小規模金融の調査を実

施し、農業産業化の現状と課題を抽出し、また農村小金融が良好に実

施され成果が上がっている要因分析を行った。 
④植物学・栽培技術研究：地域特産物（コメ）に係る市場調査を実施し、

流通しているコメの品質分析から、水稲作の改善・選別方法の改善に

ついて提言を行った。 
⑤動物栄養学・畜産学：銀川市、塩池県における畜産（ヒツジ）と飼料の

調査及び研究者との情報交換を実施し、羊養方法と給餌方法の改善、

及び商品の高付加価値化に関する提言を実施した。 
⑥反芻胃内における飼料分解様相の解析について、寧夏中部乾燥帯のメン

ヨウ農家から採取した給与飼料サンプルから自由摂取量、有機物消化

率および代謝エネルギー含量の推定を実施。 
⑦日本の中山間地域の視察・調査では、地域資源の利活用、農林牧畜業の

新たな取り組み・付加価値生産、地域定住条件整備の事例について、

共同で視察・調査研究を実施し、日本の先進的取り組みについての共

通認識を形成した。 

日本側参加者数  

１８ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２０ 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 
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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 

 <人／人日> 

実施計画  3/28（3/21）  3/28（3/21）

実績 2/24（4/30）  2/24（4/30）

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/155（1/4）   3/155（1/4）

実績 1/182（1/4）  1/182（1/4）

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/155（1/4） 3/28（3/21）  6/183（4/25）

実績 1/182（1/4） 2/24（4/30）  3/206（5/34）

② 国内での交流    ０ 人／ ０人日 

２２年度の研

究交流活動 

①農村医学・疫学研究（塩飽邦憲・王莉）（受入：寧夏医科大学公衆衛生学

院） 
②若手研究者の招聘（李麗萍）（受入：島根大学医学部） 
③日本における農村医学・疫学研究の研修（宋輝）（受入：島根大学医学部）

研究交流活動

成果 

①寧夏銀川市および南部山区の農村において、住民の検診、とくに生活習

慣病に関して調査を行い、また住民相互の関係性に関する調査を行い、

寧夏における健康面の特性について共同研究を実施した。 

②地球温暖化に伴う生体影響と防御機構の解明について、温暖化による生

体影響と防御機構について文献レビュー，動物実験の研究デザインを

立案した。またマウスおよびラットを用いて，食事パターンとストレ

スによる肥満，耐糖能異常，脂質異常への影響を検討した。 
③日本における農村医学・疫学に関して、島根大学医学部が設定している

コホートをもとに共同研究・研修を実施した。その結果中国寧夏にお

いても同様のコホートを設定し長期的継続的に生活習慣病の遺伝子レ

ベルでの解析のために疫学研究を推進することになった。 
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日本側参加者数  

６ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

７ 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 平成 22 年度アジア･アフリカ学術基盤形成

事業による日中国際セミナー「日中条件不利地域における持続可能な

発展」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program Japan-China 
International Seminar. “Japan-China Sustainable development in 
the less-favored areas.” 

開催時期 平成 22 年 9 月 29 日 ～ 平成 22 年 10 月 2 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本，松江市，島根県民会館 

（英文）Japan，Matsue，Shimane Prefectural Assembly Hall 
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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 20/80

 
中国 

<人／人日> 

A. 4/16
B. 
C. 7/28

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 4/16
B. 
C. 27/108

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 2008，2009 年度の国際セミナーに引き続き、全体テーマを「日中

条件不利地域における持続可能な発展」と設定し，これにもとづき，

日中研究者による研究成果を発表し、条件不利地域の農業・農村開

に関して、農村・農林畜業生産・資源管理の社会・経済および技術

に関する課題とその解決方法、および生活習慣病・公衆衛生の課題

とその解決方法を学際的に討論する。また 3 年間の本プログラムの

成果の締めくくりとして，諸課題を整理し，日中をはじめ東アジア

の地勢的・社会的特性を考慮して，条件不利地域の農村振興と住民

福祉の向上のための政策的示唆を考え，今後への展開方法を検討す

ることを目的とした。 
セミナーの成果  セミナーの成果としては、次の点が挙げられる。①各研究グルー

プの成果報告の共通認識が形づくられ、今後のより緊密な・実践的

な学術研究の基礎が形成された。②本セミナーに主幹大学以外から

も多くの研究者が集まり報告がなされたことで、今後一層多様な学

際的研究の実施と研究ネットワーク拡大の可能性が高まった。③セ

ミナーに先立って、日本の中山間地域の現状と課題を視察するツア

ーを開催したため、日中の学術的相互理解が高まり、セミナー報告

とあいまって強固な共通認識が形成されたと考えられる。④関連分

野の大学院生（主として島根大学）にも参加を促したことで、大学

院生の研究に対する動機付けが高まったと考えられる。⑤本セミナ

ーの報告をもとに 2010 年セミナーのプロシーディング集を発行

し、また３年間のプロシーディング集から良質の報告論文を選択し

て図書を発行する予定であるので、各報告とも学術的水準の高い報

告が集まったといえる。 
セミナーの運営組織 主催 島根大学、島根大学・寧夏大学国際共同研究所 

開催責任者 伊藤勝久（島根大学・生物資源科学部・教授） 
スタッフ 一戸俊義、関耕平、粟野貴子、桒畑恭介、劉海涛 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 会場費 23,500 円、    金額 468,250 円 
印刷費 15,000 円、 
通訳・翻訳費 429,750 円 

中国側 内容              金額 0 円 
           （中国側自費参加は含めていない） 

（  ）側 内容              金額 



 16

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２２年度は実施しなかった。 

 

 

１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 95,800  

外国旅費 3,661,157  

謝金 680,970  

備品・消耗品購入費 1,097  

その他経費 358,870  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

192,106  

計 4,990,000  

委託手数料 499,000  

合  計 5,489,000  

 
 
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 4,144,027 11/339 

第３四半期 524,650 0/0 

第４四半期 321,323 0/0 

計 4,990,000 11/339（29/127） 

 
 


