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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 島根大学 
（ 中国側） 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.htm  
 
３．採用年度 
 平成 20 年度（ 3 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・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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（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 
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．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，21 年度において，島根大学と寧夏大学，寧夏医科大学と中国寧夏の低開発

農村を対象にした共同研究を実施し，その研究の中で若手研究者の育成を支援してきた。 
具体的には，以下のように３つの側面から研究交流を実施した。 
 
① 共同研究については，日本の中山間地域と寧夏の農村開発の問題と地域医療の問題に

即して実施した。そのテーマは以下の通りであり，実態に即した研究をすすめ，一定の

成果を得た。 
・ 日中の条件不利地域の社会変動の実態研究：寧夏南部山区彭陽県の農村・農家の戸

別調査に基づき，西部大開発後の就業と所得の変化を分析した。その結果離農と出稼

ぎが増加し農村人口の著しい減少が観察された。 
・ 生態学・畜産学の学際研究によるメンヨウの持続可能な生産方法：寧夏塩池県の牧

畜業の実態調査と草地の状況を学際的に調査し，灌漑/非灌漑区における肥育/繁殖生産

の分業など新たな飼養方法を提案した。 
・ 農村のソーシャル・キャピタルに基づく健康政策と住民政策：都市近郊農村での意

識調査をもとに社会的結束・相互扶助について分析した。年齢階層では改革解放前後

で意識形成に大きな差が見られた。 
・ 都市部および農村部における資源リサイクルと CDM による環境保全の研究：廃棄物

処理・自動車処理と風力発電による CDM に関する実態調査を実施した。廃棄物処理で

は正規以外の経路が多く，CDM に関わっては潜在的能力は高いが，環境アセスメント

が不十分で住民意識にも問題がみられた。 
・ 健康と地域医療システムのあり方：日本の過疎農村での基礎的社会基盤の崩壊に伴い，

地域医療の危機が生じていることを指摘し，地域医療再生に向けた取り組みを紹介し，

中国における農村での社会保障制度の充実の一方で，都市従業員基本医療保険に比べ

て給付内容が劣るほか，農民の支払う医療費は所得の伸びを上回り，貧困な農民の生

活を圧迫し，都市で暮らす農村戸籍者は，都市戸籍者に比較して収入面で劣る不安定

な雇用にある上に，未だに社会保障面でも多くの格差があることを調査報告した。 
 
② 若手研究者の育成については，日本側，中国側の双方から若手研究者を派遣し，寧夏の

課題に即して，寧夏大学，寧夏医科大学の研究者のもとで実態研究を行った。テーマは

以下の通りであり，セミナーで報告し，論文化した。（ただし平成 21 年度については，

新型インフルエンザの蔓延による調査対象地域への立入制限のため，予定期間を短縮し，

別の調査対象地を選定することで対応した。また，中国から研究者を招聘し日本での研

修を実施した。研究成果はセミナーで報告し，現在論文化しているところである） 
 【平成 20 年度】 

中国人研究者を招聘 
 ・ 衛星写真や空中写真データの解析をもとに環境の変化を数量的把握：米 康充・尾崎

嘉信・葛西絵里香・杜 霊通・小熊宏之(2008) デジタル写真測量を用いた林分材積推

定, 日林関西支要旨集,59, pp.17 
 ・ コホート設定による健診データの長期的蓄積と生活習慣病の防止に関する疫学研

究：Wang T, Karino K, Yamasaki M, Zhang Y, Masuda J, Yamaguchi S, Shiwaku K, 
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Nabika T. Effects of G994T in the Lp-PLA2 gene on the plasma oxidized LDL level 
and carotid intima-media thickness in Japanese: The Shimane Study. Am. J. 
Hypertens 22: 742-747, 2009 

 【平成 21 年度】 
日本人研究者を派遣 
・ 寧夏の農村における労働力移出と農村の社会経済的環境の変化：桒畑恭介・井口隆史, 

農村労働力の就業形態の変化・住民と農村のつながり．2009 年度日中国際セミナー

プロシーディング集,47-52 
中国人研究者を招聘 
・日本の農村における健康と地域医療システムの実態と生活習慣病の研究：塩飽邦憲. 特

集 北東アジアの農と食－日韓中台連携の可能性を探る-part3 食品安全と健康問題-
対策枠組み共通化の可能性. ⑧北東アジアが直面する食生活・健康問題. 農業と経済 
76(3): 80-88, 2010 

 ・ 日本の中山間地域の問題状況の把握と共通認識の形成：王国慶．条件不利地区農村労

働力移転比較研究―以寧夏南部山区和日本中山間地区為例―（中国語），2009 年度日

中国際セミナー報告要旨集,pp27 
 
 いずれの研修についてもその成果は，当該年度のセミナーで研究報告がなされた。 
 
③ セミナーの実施 
 【平成 20 年度】2008 年 12 月には，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・地域医療と健康の疫学研究―』）を実施

し，基調報告をはじめ，17 本の研究報告・質疑応答，総括討論が行われた。 
 【平成 21 年度】2009 年 11 月に寧夏大学おいて，共同セミナー（『条件不利地域におけ

る地域振興と持続可能な発展』）を実施した。セミナーは 2 日間の日程で行われ，2 本の基

調報告の他，20 本の報告，および総括討論が行われた。 
上記セミナーの研究報告をもとにプロシーディング集（No.1 および No.2）を作成した。 
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７．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。 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 ・全体課題を構成する研究分野ごとに共同研究の実施体制・メンバーあるいは対象範囲

をより強化する。 

 ・中核の 3 大学だけでなく，現在形成されつつある「西部学術ネットワーク」（島根大学・

寧夏大学国際共同研究所が中心になって，中国西部の大学連携を構築し，共同研究を

進めるより広範な基盤づくり）の構成大学の研究者も組みいれ，全体課題に関わる共

同研究の強化を図る。 
 ・本プログラムの最終年度であるので，研究分野ごとに今までの研究を総括し，学術専

門誌に投稿しあるいは図書として出版することにより，まとまった形で公表する。 

 ・医学分野では寧夏回族自治区と島根県中山間地域での健康状態，健康福祉サービスの  

利用状況を寧夏医科大学と共同調査し，条件不利地域での地域健康福祉サービスのあ 

  り方を解析する。 

 ・中国から若手研究者を 2 名招聘し，農村開発分野，医学分野で新しい研究方法などの

研修を実施し，日本側研究者と共同研究を行う。 
  1) 動物栄養学分野：「反芻動物の飼料分解と微生物生産量の解析による寧夏牧畜生産技

術の向上」を予定 
  2) 公衆衛生学分野：「地球温暖化に伴う生体影響と防御機構の解明，過疎・高齢化の進
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む島根県中山間地域での地理情報システム (GIS)を活用した多次元データによる中山

間地域での地域健康福祉サービスのあり方」を予定 
 
８－２ セミナー 

・本年度 9 月下旬から 10 月上旬にかけて，日本で国際セミナーを実施し，3 年間の共同

研究の成果および若手研究者の研修・研究成果を報告し，共同で検討を行い，成果を

総括し残された課題を抽出する。 
・新たな学際的研究課題について展望する。 

 

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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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

11/119 

(8/70) 
   

11/119 

(8/70) 

中国 

<人／人日> 

16/342 

(3/11) 
    

16/342 

(3/11) 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 

16/342 

(3/11) 

11/119 

(8/70) 
   

27/461 

(11/81) 

 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

21／ 105 <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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> 

 8/91 

(5/49) 

 8/91 

(5/49) 

中国 

<人／人日> 

5/163 

(1/4) 

  5/163 

(1/4) 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 

5/163 

(1/4) 

8/91 

(5/49) 
 

13/254 

(6/53) 

② 国内での交流       17 人／85 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

寧夏回族自治区での社会経済発展に伴う社会環境と自然環境の変化に

対応した社会・産業発展と生態保全を目標にすえた地域システムのあり

方を夏南部山区および都市近郊農村を事例に明らかにする。これらの研

究成果を本年度セミナーで報告する。 
本年度は以下の課題で共同研究を実施する。 
① 日中の条件不利地域の社会変動の実態研究：寧夏南部山区および中国

山地において農村社会の実態調査をもとに変動と方向性を検討する。

② 生態学・畜産学の学際研究によるメンヨウの持続可能な生産方法：

寧夏の牧畜業の発展に関して生態環境と調和した技術を開発する。
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③ 農村のソーシャル・キャピタルに基づく住民福祉向上政策：寧夏の農

村部における社会的結合とその変容を意識調査を元に調査研究する。

④ 都市部および農村部における環境保全政策および実践プログラム：

廃棄物処理と環境政策をもとに地域に有効な制度を検討・提言する

⑤ 砂漠化防止と持続可能な地域社会の形成：リモート・センシングに

よるマクロ状況の把握方法の開発と砂漠化防止への社会組織・制度

を調査検討し，提言する。 
また，②に関連する動物栄養学の分野で若手研究者を 1 名（現在選考

中）招聘（6ヶ月間程度）し，受け入れ側と共同研究を進める中で，新た

な研究手法を研修させ，セミナーで報告する予定である。 

 

期待される研究

活動成果 

社会科学的分野では社会組織や制度に関しては日本の中山間地域の事

例との比較研究，農林畜産技術・環境保全技術・環境状況の計測技術に

関して方法を共同で調査研究することにより，環境改善に資する研究の

共通認識・技術水準の基礎を確立する。 

 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名  
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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 

交流予定人数 

（※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> 

 3/28 

(3/21) 

 3/28 

(3/21) 

中国 

<人／人日> 

3/155 

(1/4) 

  3/155 

(1/4) 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 

3/155 

(1/4) 

3/28 

(3/21) 
 

6/183 

(4/25) 

② 国内での交流       4 人／20 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

寧夏南部山区の社会発展と健康改善を目標に，島根県中山間地域なら

びに条件不利地域である寧夏自治区での社会経済発展に伴う生活習慣と

健康状態の変化に対応した地域医療システムのあり方を明らかにする。

また関連する分野の若手研究者１名を６ヶ月間招聘し，研究技術など

の研修を実施し，その中間成果を本年度セミナーで報告する 
以下の研究課題を寧夏医科大学との共同研究として実施する。 
① 日中における健康と地域医療システムのあり方：寧夏回族自治区と

島根県中山間地域での健康状態，健康福祉サービスの利用状況を寧

夏医科大学と共同調査し，条件不利地域での地域健康福祉サービス

のあり方を解析する。 
② 条件不利地域農村の健康社会の構築：条件不利地域農村の健康社会

の構築のために，就業構造や地域コミュニティについての研究を推

進し，農村での自助・共助・公助のバランスのとれた社会保障シス

テムについて提言を行う。 
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期待される研究

活動成果 

日本側の研究者，寧夏医科大学の若手研究者，中国からの留学生らで

研究組織を編成し，地方都市と農村での健康と地域医療システムに関す

る共同研究を実施する。中国西部で都市と格差の大きい医療インフラ（ヘ

ルスケアシステム，医療保険制度），人材養成，農民の受療行動とコスト

の共同調査を実施し，中国での対策樹立，内陸部人材育成事業に協力し，

寧夏医科大学・寧夏大学での社会ニーズ志向の研究者育成への寄与が期

待できる。 
日本側参加者数  

4 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 中国側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名  

 



12 
 

１０－２ セミナー 
―実施する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 平成 22 年度アジア・アフリカ学術基盤形成

事業 条件不利地域における環境保全と持続可能な発展（仮） 
（英文） JSPS AA Science Platform Program Environmental 
conservation and sustainable development in the less-favored areas

開催時期 平成 22 年 9 月 30 日 ～ 平成 22 年 10 月 2 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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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. 20/60

中国 

<人／人日> 

A. 8/24
B. 
C. 1/3

 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 8/24
B. 
C. 21/63

  
 
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 「中国西部農村地域の環境改善と持続可能な発展」という全体課

題の中で，各分野の研究グループの成果に基づき，国際セミナー

を実施する。これは 2008 年 12 月に島根大学において「条件不利

地域における地域振興と生活改善」というテーマで，2009 年 11
月に「条件不利地域における地域振興と持続可能な発展」という

テーマで行われた国際学術セミナーの完結編である。今回のセミ

ナーでは，3 年間実施してきた社会開発（農村社会における人口変

化，労働力移転，就業構造の変化，ソーシャルキャピタルの変化，

農民小金融制度など），産業発展（特産物開発，産業資本の省間相

互補助，農業技術・品種改良，牧畜技術の向上と生態環境の保護），

環境保全（環境対策・廃棄物対策のあり方，緑被の質・量のリモ

ートセンシングによる把握からの示唆，砂漠化防止のための社会

制度），農村医療健康（中国農村の医療制度改革のあり方，健診デ

ータ解析による生活習慣病防止，条件不利地域の医療システムの

あり方など）の各方面から研究を報告・検討し，研究者同士が交

流による新たな共同研究の展望することを目的とする。 

期待される成果 3 年間実施してきた共同研究，若手研究者育成の成果を農村の変

容，地域振興，健康問題，環境問題，社会文化および政策提案の

各方面から研究を報告・検討し，総括する。 
セミナーの結果はプロシーディング集にまとめるほか，図書の発

行も考えている。 
中国西部地域の条件不利地域の各種問題の研究は，学際的に討論

されることにより研究対象や研究メンバーの充実を伴いながら，

新たな段階に進展すると考えられる。 

セミナーの運営組織 セミナーは，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・プログラムを作成する。 
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議論を深める。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 
①招聘者の滞在費等 金額 126 千円 
※旅費は共同研究経費から 
※※若手長期招聘者は除く 
②その他 金額 300 千円 
※会場設営，資料印刷，消耗品，通訳謝金 

 合計 426 千円 

中国側 内容              金額 なし 

（  ）国（地域）側 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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

   0/0 

②  国内での交流       人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,550,000 国内旅費，外国旅費の合計は，

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 2,600,000 

謝金 350,000  

備品・消耗品購
入費 66,500  

その他経費 276,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 147,500  

計 4,990,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 499,000 
研究交流経費の１０％を上限
とし，必要な額であること。 
また，消費税額は内額とする。

合  計 5,489,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 283,000 2/14 

第２四半期 2,362,000 14/290 

第３四半期 2,204,000 
31/255（人数には若手長期

招聘者 2名が第 2四半期と

重複） 

第４四半期 141,000 1/7 

合計 4,990,000 48/566 

 


