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評価資料の要約 

 本事業は、中国内陸部の黄土高原を対象として、砂漠化防止の実践的研究を行い、世界に応用できる

砂漠化防止と開発利用の総合的対策モデルを構築することを目標としてスタートした。究極的には、こ

の黄土高原における砂漠化の問題を食い止め、黄土高原での持続的な生活を可能にしていくこと、その

ためになぜ砂漠化が起こるのかという基礎的な研究、砂漠化を食い止めるための技術の開発、そして持

続的発展のモデルを提示するというのが我々の課題である。 

砂漠化とは、乾燥地における気候変動や人間活動に起因する土地の劣化である。最新の知見では、世

界の陸地の 41%が乾燥地であり、その 10～20%が砂漠化していると報告されている。中国の砂漠化は特

に深刻で、毎年、四国地方以上の面積の緑地が消失しているとの報告がある。わが国も中国内陸部から

飛来する黄砂の影響を受け、粉塵被害、日照不足等の問題が生じている。 

 このように黄土高原は世界的にも典型的かつ深刻な砂漠化、特に土壌侵食が進行しており、さらに黄

砂等を通じて、日本の環境にも直接的影響を及ぼしていることから、本事業を展開するにあたり、黄土

高原を対象としたことは、きわめて適切な選択だったと判断している。 

 本事業を通じて多様かつ効果的な砂漠化防止の要素技術が開発されるとともに、砂漠化プロセスの解

明についても基礎的な知見が多く集積された。また本事業で得られた知見、開発された技術が、実際に

黄土高原の砂漠化防止あるいは環境の修復に適用され、部分的ではあるが実際の環境改善に貢献したこ

とから、当初の目標設定は適切だったと判断している。 

 本事業は、前半５年を第１フェーズ、後半５年を第２フェーズとした。第１フェーズでは多様な研究

を並行して実施することでシーズ開発を行った。第２フェーズでは研究課題を絞り込み、第１フェーズ

の５課題を第２フェーズでは３課題に再編し、統合的に研究を進めた。 

 本事業の１０年間に、黄土高原は大きく変貌した。原油、天然ガスが採掘され、西安を拠点とする「西

部大開発」もあいまって著しい発展をとげた。環境面では、「退耕還林政策」（侵食のはげしい斜面地で

の耕作をやめて森林にもどす事業）が実施され、急速に緑化が進められた。 

 このような中国政府の諸事業を相手方機関である水土保持研究所は科学技術の側面から支えてきた。

水食・風食防止技術、斜面緑化技術、生態系修復技術、温室での高品質な野菜栽培技術などの開発が進

められ、これらの技術が地域の農業生産の拡大にも貢献した。本事業の交流による成果は、相手側機関

の意欲的な研究活動と成果の普及活動にも支えられ、着実に中国農村の発展に貢献してきたと判断して

いる。 

 またこの間、鳥取大学乾燥地研究センターは、21世紀 COEプログラム、グローバル COEプログラムに

採択され、文部科学大臣より乾燥地科学拠点として共同利用・共同研究拠点に認定されるなど、わが国

の乾燥地科学分野における研究・教育の拠点として発展してきた。一方、水土保持研究所は State Key 

Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on Loess Plateau に認定されるなど、中国国内で、

とくに土壌侵食や土砂流出に関する研究拠点として地歩を築いた。 

 さらにこの交流事業で育った若手研究者が両国の大学、研究機関等で活躍している姿をみることがで

きるのは非常にうれしいことである。また日中２国間ではじまった交流が、グローバル COEプログラム

等により、米国・ヨーロッパ、あるいは中東諸国との国際的ネットワークに発展している。 

 黄土高原の砂漠化は１０年間でくい止められるようなものではない。しかし、本事業を通じて得られ

た成果が、部分的ながらも黄土高原の発展に貢献したと評価している。本事業で育った若手研究者が、

黄土高原の砂漠化防止に向けて、我々の研究と交流を継承してくれるものと期待している。  



2 

 

評価資料の要約（英語） 

 The aim of the project was to develop a comprehensive system for prevention of desertification that can be 

applicable to all over the world by targeting Loess Plateau inland China as research benchmark. The ultimate goal 

of this project is stopping the desertification to enable people living around this area a sustainable life through 

clarifying the mechanisms and developing the techniques of stopping desertification, and implementing a 

sustainable management system. 

 Desertification is the degradation of land in the drylands caused by a variety of factors such as climate change 

and human activities. The drylands occupy about 41% of the earth’s land area, of which arid lands account for 

10-20%. Desertification in China is especially severe, and it is said that the annual loss of green land due to 

desertification are larger than the Shikoku area in Japan. This environmental change in China has been directly 

affecting the environment in Japan in such a way that yellow-sand is blowing from inland China. 

 Since Loess Plateau in China is one of the typical areas in the world where the desertification is severely 

expanding and also given that Japan has been directly affected, with it, we selected this area as the desertification 

benchmark of this project. 

The project had a total duration of 10 years, where the first 5 years as Phase 1 having 5 research groups and the 

last 5 years as Phase 2 having 3 research groups. Carrying out multiple experiments was the main work of Phase 1, 

and then 5 research groups were reorganized into 3 research groups for enhancing comprehensive researches 

based on the achievement of Phase 1. 

 Efficient techniques for combating desertification were developed, and fundamental data and knowledge/ideas 

which determine the desertification process were gained through this project. Some of these techniques, data and 

knowledge/ideas have been adopted for restoring the environment and they contributed to development of the 

environment in a practical way.  

Significant observable achievements can been witnessed in the Loess Plateau since the launching this project, over 

the last 10 years. For instance, afforestation has been rapidly carried out by “Grain for Green Program” 

(reconstructing severely sterile lands as forest by abandoning cultivation). The Chinese Institute of Soil and Water 

Conservation (ISWC), our partner of this project, supported multiple projects carried out by Chinese government 

in terms of scientific and technical aspects. Techniques for combating soil erosion caused by water and wind, 

afforestation of sloping lands, restoring ecosystems and growing of high quality vegetables in a greenhouse were 

developed, and these techniques contributed to the growth of agricultural production, which ensured that the goals 

of the project were achieved.  

 Tottori University has been adopted for 21
st
 CEO Program and Global COE Program while working on this Core 

University Program, and designated a Joint Usage/Research Center by Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology, which proves our development as a core base of studies/education for arid land studies in 

Japan. Institute of Soil and Water Conservation (ISWC) was adopted as “State Key Laboratory of Soil Erosion and 

Dryland Farming on Loess Plateau” and established their stable position as researching core base in China. 

 We are pleased to mention that young researchers who joined this program kept on working as researchers at 

universities/research institutes either in China or in Japan even after they left this project. The partnership grown 

through this project between Japan and China has now expanded to the new network with United States, European 

and Middle Eastern countries through Global COE program. Desertification in Loess Plateau can hardly be 

stopped within only 10 years. We, however, are convinced that the data/knowledge and techniques obtained 

through this project have contributed for the development in this area in some ways. We are expecting that young 

researchers evolved through this project will carry on the researches in order to curb the desertification in Loess 

Plateau. 
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