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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施報告書（確定版） 

 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 鳥取大学 
中 国 側 拠 点 機 関： 中国科学院水土保持研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：乾燥地研究・中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究  
（英文）：Arid Land Studies・Researches on Combating Desertification and 

Developmental Utilization in Inland China  
 研究交流課題に係るホームページ： 
  http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/japanese/base/22j.html 
 
３．開始年度 

平成 １３年度（１０年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：鳥取大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：鳥取大学・学長・能勢隆之 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：鳥取大学乾燥地研究センター・教授・ 
      恒川篤史 
 協力機関：東京大学・九州大学・京都大学・北海道大学・千葉大学・山口大学・鹿児島

大学・東京成徳大学・総合地球環境学研究所・国立環境研究所・酪農学園大

学 
 事務組織：事務局 研究・国際協力部－国際交流課－国際戦略推進室 
 乾燥地研究センター事務部 
 
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）Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of 

Science(CAS) 
       （和文）中国科学院水土保持研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Soil and Water Conservation, 

         CAS・Professor・ Guobin LIU 
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 協力機関：（英文）Northwestern Sciences-Tech University of Agriculture and Forestry，

Xi’an University of Technology，China Agricultural University，

Shanxi Institute of Desertification Controlling ， Xinjiang 

Agricultural University，Beijing Normal University，Center for 

Agricultural Resources, Institute of Genetics and Developmental 

Biology, CAS，Shanxi Institute of Zoology, Shanghai Communications 

University，Northeast Agricultural University 
（和文）西北農林科学技術大学、西安理工大学、中国農業大学、陝西省砂漠治

理研究所、新疆農業大学、北京師範大学、中国科学院遺伝与発育生物学

研究所農業資源研究センター、陜西省動物研究所、上海交通大学、東北

農業大学 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
中国の砂漠化面積は国土の 8.7%で、その年間拡大面積は、1970 年代には 1,560km2であっ

たが、 近では 2,460 km2と加速している。中国における深刻な砂漠化地域は、内陸部の西

北部地域と北部地域である。本拠点では、中国内陸部に位置する黄土高原の砂漠化ベンチ

マーク地域を対象に、砂漠化防止に係る実践的研究を行い、世界の乾燥地に応用できる砂

漠化防止と開発利用の総合的対策モデルを構築する。これを達成するため、次の 5 つの研

究課題を設ける。すなわち、第１課題：砂漠化の過程と影響の解明、第２課題：砂漠化防

止計画の作成、第３課題：適正技術と代替システムの開発、第４課題：住民参加と環境教

育に関する計画作成、第５課題：緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究である。 

各課題の研究目的： 

（第１課題：砂漠化の過程と影響の解明）砂漠化の過程と地域・社会への影響を明らかに

することを目的とする。そのため、黄土高原の中でも特に侵食が激しい陝西省神木県六道

溝流域を砂漠化ベンチマーク地域とし、砂漠化のモニタリングを行う。モニタリングは衛

星画像を用いたリモートセンシング、数値解析モデル及び直接観測による地上モニタリン

グを組み合わせて行う。また、モニタリングにあたっては、自然科学的アプローチだけで

はなく、社会科学的アプローチも行う。モニタリングによって得られたデータベースを基

本にして、GIS 等の技術を駆使して、砂漠化の過程と影響の相互作用を解明することを目指

す。以上により、「リモートセンシングによる砂漠化地域における植物・水資源などの動態

予測」と「土地利用分類及び評価法」が確立される。さらに、砂漠化データベースが構築

され、かつ砂漠化の過程と影響の相互関係を自然科学的側面と社会科学的側面の両面から

定量的に評価できる砂漠化モデルが構築される。これらは、砂漠化の事前予測や砂漠化防

止対策を検討するうえで役立つことが期待される。 

（第２課題：砂漠化防止計画の作成）砂漠化防止計画の作成を目的とする。そこで、他の

課題との連携を図りながら、砂漠化防止計画の骨格を作成するとともに、その肉付け作業

を行い、 終的に総合的砂漠化防止対策を構築する。また、塩類集積及びその前兆と考え
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られているウォーターロギングを、本課題において対象とする主な砂漠化現象として取り

扱い、そのメカニズムの解明と、防止対策の確立を行う。そのベンチマーク地域を陝西省

の洛恵渠灌区（52,000ha）とし、当該地域における灌漑農地の塩類化の現状と灌漑管理が

地下水挙動・塩類集積に及ぼす影響等を明らかにした上で、適切な灌漑管理法を提案する。

また、空間的・時間的に不均一である土壌の塩類集積状態と塩類集積要因との関係を広域

的かつ長期にわたって調査・解析し、土壌塩類化機構を明らかにするとともに、塩類化の

防止・修復のための対策を提言する。さらに、塩類集積やウォーターロギング等の環境劣

化を生起させない栽培システムや、耐塩性植物を利用した塩類除去技術についても提言す

る。 

（第３課題：適正技術と代替システムの開発）持続的農業の確立に欠かせない適正技術と

代替システムの開発を目的とする。ここでは、砂漠化ベンチマーク地域の陝西省延安地区

を対象に、現地に伝わる伝統的な農業技術と近代的農業技術から、それぞれの有利な点を

融合・改良することによって、農業生産性の向上と生態環境の保全、農村経済の発展が図

れる持続的な農業技術システムの確立を図る。そのため、傾斜地におけるテラス工の効果、

冬季ビニルハウス栽培におけるキュウリの連作障害の原因究明と対策、などについて研究

を進める。 

（第４課題：住民参加と環境教育に関する計画作成）砂漠化対処に不可欠な住民参加シス

テムと環境教育のあり方について提言することを目的とする。そのため、中国側が基礎デ

ータを有する砂漠化地域の中から、ベンチマーク地域を複数（黄土高原延安地区、河北省

北部、新疆ウイグル自治区ウルムチ地域など）選定し、そこにおける自然、砂漠化指標植

物、土地利用、経済、産業、社会組織、女性の役割、伝統的知識、家庭・学校・社会にお

ける環境教育などについて、系統的に聞取り調査を行い、問題点を抽出する。他地域にお

ける砂漠化対処の先進的事例についても、聞取り調査や文献調査を行い、ベンチマーク地

域と比較する。 

（第５課題：緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究）土壌の劣化が進み、その対策

として緑化が進められている黄土高原において、今後の半乾燥地緑化と環境保全の方向性

を検討することを目的とする。そのため、砂漠化ベンチマーク地域の陝西省延安地区を対

象に、その自然環境に適した持続的な緑化法の検討に必要な、畑地跡に植栽された外来樹

種と郷土樹種の生理生態的特性、森林の回復に伴う森林構造や生物多様性及び環境の回復

過程、及び外来樹種からなる人工林と自然林の比較による持続的な生態系機能について解

明する。 

 
６．平成２２年度研究交流目標 
(１)日中の研究者間の交流目標 

 第２フェーズからの新たな研究交流体制と研究対象地を有効に活用し、流域を対象とし

た日中共同調査・研究の実施及び課題間の連携を図る。 

 平成２２年度は、本事業の 終年度にあたる。そこで、本事業終了後も引き続き本事業
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で得られた研究成果や交流活動を継続・発展させるため、本事業参加研究者を中心とした

メンバーで次期研究テーマおよび参加研究者の選出・確定をおこない、中国内陸部の砂漠

化対策(仮)についての研究を継続していくべく具体的な調整を進める。具体的には、日本

学術振興会のアジア研究教育拠点事業平成２３年度分募集への応募に向けて日中間で内容

の検討を進めている。その他にも科学研究費や様々な外部資金に応募し、今まで築きあげ

た研究交流を活性化させる計画である。 

(２)研究成果に関する交流目標 

これまでの研究成果の蓄積を活かし、両国研究者による共著論文を作成すること、及び

より評価の高い国際誌に論文を掲載する。また、本事業１０年間の研究成果を発表する方

法として相手国側拠点機関へ提案した英文書籍の出版について、引き続き具体的な協議を

継続し、本事業の成果を総括するかたちとして計画・実施を行う。 

(３)課題ごとの研究交流目標 
第１課題：砂漠化のプロセスと影響に関する解析 

① 砂漠化のプロセスと地域・社会への影響を明らかにすることを目的とした砂漠化ハザ

ードマップの作成：本年度は、引き続き現地の自然草本である長芒草と家畜対象のア

ルファルファの生産量を観測するとともに、局地気象モデルを統合した植物生産モデ

ルを完成させ、生産量に対する阻害プロセスを観測とシミュレーションの両方向によ

って調べ、 適な土地利用のシナリオ構築を目指す。 

② 土地利用評価のための水文・気象モデルの作成に関する研究：陝西省神木県六道溝流

域を研究対象地域として、現状および持続可能な土地利用を評価するための水文・気

象モデルを完成させる。これまで継続してきた雨水の流出や地下への水浸透過程のモ

ニタリングを引き続き行うとともに、蒸発散量の推定も含んだ流出解析モデルの検証

を行う。また、①で作成される流域の地形単位ごとに植物生産量を算出するためのモ

デルを流出解析モデルに組み込むことによって、複数の土地利用シナリオの評価を目

指す。 
第２課題：適正技術と代替システムの開発 

① 土壌及び水保全技術開発：ダム農地における塩類集積問題をベンチマークサイトであ

る韮園溝流域におけるダム農地を精査し、ダム農地の持続的利用のための技術的課題

を明らかにするとともにその解決法を検討する。洛恵渠灌区ベンチマークサイトでの

地下水位・水質観測、土壌調査を継続し、長期的なモニタリングに基づいた水管理、

二次的塩類集積改善法の検討を行う。 

② 農業技術開発：ビニルハウス野菜栽培において、潅水量および施肥量の面から節水栽

培技術を確立する。また、灌水による土壌水分のプロファイル変化を明らかにし、

も節水的な灌漑方法を提案する。さらに、延安のテラスで中国式温室内にブドウを栽

培し、節水型点滴栽培を確立する。海浜性コムギ類縁植物ハマニンニクと耐乾性中国

コムギとの耐乾性を生理的に比較する。また、ソルガムのケイ酸による乾燥障害緩和

機構を生理、分子レベルで明らかにする。 
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③ 生態系サービスを考慮した緑化技術開発：郷土樹種を用いた緑化技術のとりまとめを

行う。さらに、森林生態系の機能及びサービスの現地調査を継続し、 終年度に向け

て長期モニタリングに基づいた黄土高原における森林生態系の機能やサービスの特

徴や問題点をとりまとめる。 

第３課題：砂漠化防止に対する総合的アプローチ 

終的な研究交流目標である「砂漠化防止対策オプションの効果を定量的に評価し得る数

値モデルの開発」のため、研究対象流域（紙坊溝流域）の経済学、公衆医学及び生態学的

調査を継続し、経済状況、健康状態、環境意識、生態学的健全性に関する基礎データをさ

らに収集する。また、当該流域の自然－社会系の健全性を評価しうる総合的な指標につい

ても引き続き改良を加える。これらのデータおよび指標を基に、これまでに試作した経済

学・生態学に関する数値モデルのバリデーションを行い、実証分析可能なモデルに仕上げ

るとともに、当該流域の健康状態の特徴とそれを規定する社会経済的な要因を明らかにす

る。 
 
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 

 これまでに引き続き、電子メール・ＩＰ電話を用いて中国側研究者との研究経過や成果

に関する情報交換、および、中国現地の研究設備や研究圃場の整備・メンテナンスにおけ

る中国側の協力のもとに共同研究を継続した。また、中国がカバーしていない研究領域に

ついての日本側からのアドバイスや研究に必要なデータの提供、中国側博士課程学生への

観測・解析・論文指導等も適宜実施している。 

 本事業参加研究者間では、１０年にわたる共同研究を通じてそれぞれの連携体制が構築

されており、日中間および国内機関間で調査・研究に係る交流が行われている。 

 本事業は本年度で終了するが、事業をとおして得られた研究成果を英文書籍として出版

する計画をしており、中国側研究者と連携して作業に取り組んでいる。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成１８年度より 課題間の連携を深め、本事業全体の統合性を高めるため、これまでの

５つの研究課題を次の３つの研究課題に再編した：第１課題「砂漠化のプロセスと影響に

関する解析」、第２課題「適正技術と代替システムの開発」、第３課題「砂漠化防止に対す

る総合的アプローチ」。 

各研究課題の主な学術面の成果は、以下の通りである。 

（第１課題：砂漠化のプロセスと影響に関する解析） 

①土地利用評価のための水文・気象モデルの作成に関する研究 

ⅰ）Kinematic Wave 法を用いた領域水文モデルを開発した。入力データは気象要素、

地形要素、土壌物理特性であり、蒸発散量、浸透量、地下水流量等が計算出力される。

モデルを用いて、黄土高原神木県六道溝流域にあるチェックダムの有効性について検
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討した。チェックダムは地表面流出の抑制、蒸発散量や浸透の増加を促すことをシミ

ュレーションから明らかにした。 

ⅱ）水文観測および前述の領域水文モデルを用い、六道溝流域の水収支の現状につい

て取り纏めた。年降水量のうち、蒸発散量 74%、地表面流出 12%、地下水流入 10%、生

活水取水 3%、灌漑用水 1%であることを明らかにした。 

②砂漠化のプロセスと地域・社会への影響を明らかにすることを目的とした砂漠化ハザー

ドマップの作成 

ⅰ）六道溝流域の自然草地（長芒草）において、2005 年から 2007 年までの生長期にお

ける植生バイオマスに対する降水量や土壌水分の影響について検討した。根圏の土壌

水分は降雨強度が大きいときに高く維持された。バイオマス差は総降水量よりもむし

ろ土壌水分と直接関係があることが示唆された。バイオマスのピーク値は 7 月から 8

月にかけての集中的な雨に強く影響された。地表面温度を用いた湿潤度指標の値を

日々積算した総湿潤度とバイオマス差との相関は高く、総湿潤度が総土壌水分減少量

の代替値に成り得ることが示唆された。 

ⅱ）前年度までに整備した領域気象モデルを用い、微地形条件を反映させた気象分布

のダウンスケーリングを行った。その結果を、六道溝流域に生育するアルファルファ

の植物生産効率モデルに適用し、流域のバイオマス分布のシミュレーションを行った。

結果、アルファルファ生長における制限因子は、主として生長初期（4～6 月）におけ

る低温であることを明らかにした。また、領域内の気温分布は比較的小さく、地形に

よる日射量の分布の違いにより、バイオマス分布に大きな差が現れることを明らかに

した。 

（第２課題：適正技術と代替システムの開発） 

① 小河沟流域の曹峁ダム農地（36ha）において、水文・土壌調査を行った結果、以下の知

見を得た。1) 降水に対する地下水位の応答は速くて大きい。その応答は降水当日が

も大きく、ダム農地側面の斜面からの表面流出を主とする浸透の影響が大きい。2) 地

下水位は冬季に上昇し春季に下降する傾向がある。この傾向は気温と密接に関係する。

3) 地下水位には日変動があることが確認された。日中に上昇傾向、夜間に減少傾向が

認められた。4)冬季に凍結した土壌が春季に融解することと高い地下水位が相まって発

生する毛管上昇と、夏季の高い蒸発散能による毛管上昇によって塩類集積が発生するこ

とが示唆された。5)地下水位を下げる対策としてダム農地周囲への承水路設置が有効と

考えられる。また、冬季の地下水位上昇を抑制する対策が必要である。6)土壌堆積様式

には上・中・下流間において差異が認められた。中・下流の上層には多量の粘土とシル

ト分が、上流に比べ厚く堆積していた。7) 異なる地下水深（地表面から地下水位まで

の鉛直距離）に起因して、塩類集積状況も異なり、下流では塩類の集積は認められなか

った（表層土壌：pH=8.12，ECe=1.39）が、中流では塩性土壌（表層土壌：pH=7.42，

ECe=14.99）、上流では塩性—ソーダ質土壌（表層土壌：pH=8.83，ECe=10.29）が認めら

れた。上・中流での土壌の塩性化は、表層において顕著であった。8)塩類の集積状況か
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ら、下流域においては、従来通りトウモロコシ栽培を土壌塩性化に配慮しながら行い、

土壌塩類化が進行している中・上流域においては、耐塩性および耐ソーダ質性である綿

花等の異なる栽培作物への転換が示唆される。9)土壌表層の塩類除去後、カルシウム資

材施用による土壌ソーダ質化抑制対処も必要であると考えられた。 

洛恵渠灌区においては、地下水の適切な灌漑利用可能量を明らかにするため、作物の耐

塩性・収量、降水量の変動と地下水、灌漑水、降水の EC、SAR を考慮して、評価する手

法を開発した。また、それを用いて作物別、行政区別に地下水の適切な灌漑利用可能量

を推定した。 

② 農業技術開発：ビニルハウスにおける節水栽培法の確立のために、施肥量および潅水量

を変化させた場合の野菜収量および品質に及ぼす影響調査を行った。キュウリ果実収量

を低下させずに節水栽培を行うことができる土壌水分状態がわかった。耐乾性中国コム

ギの耐塩性を栄養生理学的に説明することができた。植物の主要な可溶性糖の中で、ケ

イ酸により顕著に増加する糖はショ糖であり、グルコース、フルクトースは大きな変動

がなかった。ショ糖は適合溶質としての役割、もしくは細胞壁の強化を介して、ソルガ

ムの乾燥耐性に係わると推定された。 

③ 生態系サービスを考慮した緑化技術開発：郷土樹種の活着率の向上につながる技術開

発の基礎として、郷土樹種の耐乾燥性に関わる浸透調節物質の解明に向けた研究を昨

年に引き続き行った。その結果、浸透圧ストレスを与えた樹木苗木において浸透調節

物質の増加が確認され、樹木の耐乾燥・耐塩性の向上をもたらすことが明らかとなっ

た。また、ベンチマークの延安に生育するリョウトウナラについて菌根共生系の調査

を行い、乾燥限界付近に生育するリョウトウナラにおいて多数の菌根共生を確認した。

2011年1月に日中双方の研究者で郷土樹種の緑化技術に関する共同研究の総括を行い、

以上のような、浸透調節物質や菌根共生系の有効利用が郷土樹種の緑化技術、特に苗

木の活着率向上に重要であることを確認するとともに、今後も共同研究を継続するこ

ととした。 

 長期モニタリングに基づいた黄土高原における森林生態系の機能やサービスの特徴

に関して、ベンチマークの延安地域に生育する樹木の樹液流特性や土壌呼吸の特性に

関する観測データの結果を論文に取りまとめるとともに、今後の生態系管理の問題と

して、水循環のみならず炭素循環に関する研究の重要性を日中双方で確認し、拠点交

流事業終了後も水分動態や養分動態等の長期モニタリングを共同で継続することとし

た。  

（第３課題：砂漠化防止に対する総合的アプローチ） 

 砂漠化防止対策オプションの効果を定量的に評価し得る数値モデルの開発のため、研

究対象流域（黄土高原紙坊溝流域）における経済学、公衆医学および生態学的調査を継

続し、数値モデル開発に必要な基礎データをさらに収集した。また、これらを総合的に

評価するインデックス（指標）の改良を継続し、そのリストを完成させた。 

① 経済学的調査：退耕還林政策を実施している黄土高原の農村における世帯の所得獲得
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に関する効率性と政策による補助金および出稼ぎ所得の関係について検討し、出稼ぎ

所得は効率性に大きく影響するが、補助金の効率性への影響は極めて小さいことを明

らかにした。また、出稼ぎ所得と補助金との間には正の相関が認められたことから、

出稼ぎ所得は補助金の増加に伴って増大すると考えられた。農地のテラス化、資金調

達性および地域特性も世帯の所得獲得に関する効率性に影響する要因であった。 
② 公衆医学的調査：黄砂による住民の健康への影響を明らかにするため、その発生源と

考えられている黄土高原およびゴビ砂漠の現地健常人の自覚症状調査を行った。その

結果，ゴビ砂漠の住民のほうが黄砂による健康被害が大きいこと、特に眼の症状増悪

が顕著であることを明らかにした。また、ゴビ砂漠における大規模な砂塵嵐発生１年

後の住民の健康被害を調査し、身体的機能などの QOL が低下することを明らかにした。 

③ 生態学的調査：テラス（段々畑）の低地部における高い生物生産力は、雨水の表面流

去による土壌水分量の増加に起因していた。そこで黄土高原の諸条件を勘案した水分

流出量に関する新たな計算式を開発し、これを生物物理モデルに導入して生物生産力

のシミュレーション精度を向上させた。また、その精度をさらに高めるためには地下

水の影響を勘案した計算式を導入する必要があることを示した。 
 

７－３ 若手研究者養成 

(1) 平成 22 年度は、中国側協力大学から留学生 10 名(うち 4名は拠点枠)を受け入れ

ている。 

(2) 本事業の経費だけではなく他経費も投入し、学生やポスドクを現地調査等に同行

させ、共同研究および現地調査参加の機会を与えた(平成 22 年度延べ訪中人数／

学生：9 名、ポスドク：2名)。 

(3) 本事業日本側参加者の鳥取大学大学院連合農学研究科博士課程学生(李莉)が学

位を取得し、平成 22 年 10 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日の間、鳥取大学乾燥地

研究センタープロジェクト研究員として採用された。 

(4) 拠点事業参加者の鳥取大学農学部ポスドク(Zahoor AHMAD)が、平成 22 年 10 月 1

日より鳥取大学乾燥地研究センター客員研究員として採用された。 

(5) 平成21年度に鳥取大学工学研究科博士課程学生として学位を取得した学生(黄金

柏)が、本年度より中国・東北農業大学・副教授として採用され、中国側参加者

として本事業に引き続き参加した。 

(6) 本事業日本側参加者の鳥取大学大学院連合農学研究科博士課程学生(韓立建)が

平成 23 年 2 月に学位を取得。平成 23 年 4 月 1日より乾燥地研究センタープロジ

ェクト研究員として採用された。 

 

７－４ 社会貢献 

 平成 22年 8月 7日に開催した乾燥地研究センターアリドドーム研究施設一般公開におい

て、本事業参加メンバーである国立環境研究所国際共同研究官清水英幸氏による北東アジ
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アの砂漠化回復に関する一般来場者向けの講演を実施し、乾燥地研究について広く一般へ

紹介した。 

 平成 22 年 9 月 20 日、中国・東北農業大学(本事業中国側協力機関)における乾燥地研究

センター組織設立式典が開催された。本件は、東北農林大学・李学長が鳥取大学乾燥地研

究センター視察時に強い印象を受けられたことなどから、李学長の意向により設立の運び

となったもので、設立式典では、本事業日本側参加者である安萍准教授が鳥取大学乾燥地

研究センターについての概要説明を行った。同日に開催された再生可能エネルギーと乾燥

地科学に関する国際シンポジウムでは、本事業日本側参加者清水講師、李莉(当時博士課程

学生)が発表者として参加した。 

 また、中国・西北農林科技大学(本事業中国側協力機関)においても、昨年度に大学敷地

内の土地が整地され、中国旱区節水農業研究院という乾燥地研究機関の建設が徐々に進め

られていく計画である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業は本年度で終了することから、本事業で得られた研究成果やデータ等の事業終了

後の取扱いが課題と考えられる。 
 本事業で得られた研究成果やデータの取扱いについては、日中両コーディネーター間に

おいて「拠点大学交流事業における日中両コーディネーターによる覚書」（２００８年１月

１４日付）を締結していたが、当該覚書では事業終了後の対応について明記されていなか

ったため、本年度日本にて開催された日中合同セミナーにおいて、本事業終了後も引き続

き当該覚書を遵守するよう日本側コーディネーターより参加研究者へ依頼した。 
  

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   ２８本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ６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 １４本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

第１課題：砂漠化のプロセスと影響に関する解析 

① 砂漠化のプロセスと地域・社会への影響を明らかにすることを目的とした砂漠化ハザ

ードマップの作成：現地の自然草本である長芒草と家畜対象のアルファルファの生産

量を観測するとともに、局地気象モデルを統合した植物生産モデルを完成させ、現状

の生産量に対する阻害プロセスを観測（衛星データも含めて）とシミュレーションの

両方向によって調べた。 

② 土地利用評価のための水文・気象モデルの作成に関する研究：現状および持続可能な
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土地利用を評価するための領域水文モデルを完成させた。これまで継続してきた雨水

の流出や地下への水浸透過程のモニタリングを引き続き行い、蒸発散量の推定も含ん

だ流出解析モデルの検証を行った。また、①で作成される流域の地形単位ごとに植物

生産量を算出するためのモデルを領域水文モデルに組み込むことによって、複数の土

地利用シナリオの評価を目指すことが可能になったと考えられるが、シナリオの提示、

および他の流域への汎用性については今後の課題となった。 
第２課題：適正技術と代替システムの開発 

① 土壌及び水保全技術開発：小河沟流域の曹岇ダム農地（36ha）をさらに精査し、ダム

農地の持続的利用のための技術的課題に対する解決策を検討した。特に、ダム農地の

水動態と塩類集積の実態を解明するため、４箇所での地下水位のモニタリングと現地

調査を３回実施した。ダム農地内全域において、表層土壌を 50 地点採取し、塩類集

積状況を精査した。下流では塩類の集積は認められなかったが，中流では塩性土壌，

上流では塩性—ソーダ質土壌が認められた．塩類集積状況に応じて、異なる栽培管理

を行なうとともに、それぞれの区域で土壌塩類化の進行もしくは予防を行なわなけれ

ばならないことが示唆された．カルシウム資材の施用により土壌ソーダ質化を抑制す

る対処も必要であると考えられた。洛恵渠灌区ベンチマークサイトでの地下水位・水

質観測、土壌調査を継続し、長期的なモニタリングに基づいた水管理、二次的塩類集

積改善法の提案を行った。 

② 農業技術開発：ビニルハウス野菜栽培における節水栽培法を確立するために、野菜収

量および品質に及ぼす施肥量および潅水量の影響調査を行った。耐乾性コムギ作出の

ために、耐乾性中国コムギの耐塩性評価を行った。ソルガムにおいてケイ酸により乾

燥耐性遺伝子の発現を制御するポリアミンの増加、ストレス時の障害因子であるエチ

レンの減少を確認した。 

③ 生態系サービスを考慮した緑化技術開発：郷土樹種の活着率の向上を目的として 終

年度の 22 年度は郷土樹種の耐乾性の向上に繋がる緑化技術のとりまとめを行った。

また、黄土高原の山地において、森林生態系の機能調査のため、物質循環、水循環、

流出、河川水質等のモニタリングを継続して実施し、長期モニタリングに基づいた、

黄土高原における森林生態系機能やサービスの特徴や問題点のとりまとめを行い、拠

点大学交流事業終了後も、モニタリングを共同で継続することを確認した。 
 

第３課題：砂漠化防止に対する総合的アプローチ 

研究対象地域が抱える砂漠化問題を総合的に解明するため、研究サイトとして選出した

黄土高原の紙坊溝流域を対象に、引き続き経済学、公衆医学、生態学の研究者が調査を行

い、その地域における経済状況、住民の健康状態、生態学的な生産性について、以下のよ

うな研究を行った。 

① 対象地域における経済、健康、環境意識、生態に関する基礎データを継続的に収集した。

これらのデータに中国側の研究者と合同で抽出した新たな指標を加えて、インデックス
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リストを完成させ、自然－社会系の健全性を評価する総合数値モデルの開発に関連する

解析を進展させた。 

② 退耕還林政策を実施している黄土高原の村落において、出稼ぎ所得が世帯の所得獲得に

関する効率性に大きく影響し、それが政策による補助金の金額と正の相関を持つことを

明らかにした。 

③ 黄砂がゴビ砂漠の住民の健康、特に眼に悪影響を与えること、その影響が長期に渡って

住民の QOL を低下させることを明らかにした。 

④ 紙坊溝流域のテラス（段々畑）で生じる表面流去を考慮した計算式を新たに開発し、こ

れを生物物理モデルに組み込むことで生物生産性を高い精度で評価し得る新たなモデ

ルを構築した。 

⑤ 黄土高原北部の毛烏素砂地の主要植物種は CO2 濃度の増加によって成長が促進される

が、高温になると成長が低下する種があることを明らかにした。 

⑥ 冬コムギの下位葉を切除すると収量は増加しないものの、水利用量が減少することを明

らかにした。 

 

８－２ セミナー 

 平成２２年度日中合同セミナーは、９月に鳥取大学乾燥地研究センターにて開催した。

日中双方の発表者による１０年間の研究成果発表、日中双方のコーディネーターによる事

業成果の総括および日中双方の前コーディネーターによる総評により、本事業１０年間の

研究・交流活動を振り返るとともに、事業終了までの研究計画についても議論した。 

 また、１０年間にわたる共同研究により得られた研究成果を発表するかたちとして出版

を計画している英文書籍について、および、本事業で得られた研究成果・データの事業終

了後の取扱いについても協議・確認をした。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成２３年１月に、日本側コーディネーターおよび山中教授が訪中。本事業における共

同研究進捗状況および事業終了までの研究計画について討議・確認した。あわせて、事業

終了後も他の事業経費を活用して共同研究および研究交流を継続していくことについて合

意した。 

 また、本事業１０年間の共同研究成果を発表するため出版を計画している英文書籍につ

いて、すでに執筆等の具体的作業を進めていることから、その制作状況について進捗を確

認するとともに、今後の制作計画や出版にかかる経費確保のための外部資金への申請計画

等について協議した。 

 本訪中には、上山技術専門職員が同行した。実験機器類に関する技術面での協議･打合せ

をおこなうとともに、実験施設の視察をし、本事業終了後も引き続き技術面での連携を強

化していくべく、情報交換をおこなった。 
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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  31／322    31／322 

実績 30／286    30／286 

中国 

<人／人日> 

実施計画 32／138 

(1／4) 

    32／138 

(1／4) 

実績 46／154 

(5／18) 

   46／154 

(5／18) 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 32／138 

(1／4) 

31／322    63／460 

(1／4) 

実績 46／154 

(5／18) 

30／286    76／440 

(5／18) 

 

※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 

   3／9 <人／人日>
 8／23 (32／64) 

<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 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）砂漠化のプロセスと影響に関する解析 

（英文）Analysis on Process and Influence of Desertification 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）木村 玲二・鳥取大学乾燥地研究センター・准教授 

（英文）Reiji KIMURA・Arid Land Research Center,  

Tottori University・Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

邵 明安・中国科学院水土保持研究所・教授 

Mingan SHAO・Institute of Soil and Water Conservation, Chinese 

Academy of Science (CAS) ・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   7／55    7／55 

実績   4／42    4／42 

中国 

<人／人日> 

実施計画  0／0    0／0 

実績  3／9   3／9 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  0／0  7／55    7／55 

実績  3／9   4／42    7／51 

④  国内での交流     0／0  人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

① 砂漠化のプロセスと地域・社会への影響を明らかにすることを目的とし

た砂漠化ハザードマップの作成：ⅰ）六道溝流域の自然草地（長芒草）

において、2005 年から 2007 年までの生長期における植生バイオマスに

対する降水量や土壌水分の影響について検討した。根圏の土壌水分は降

雨強度が大きいときに高く維持された。バイオマス差は総降水量よりも

むしろ土壌水分と直接関係があることが示唆された。バイオマスのピー

ク値は 7月から 8月にかけての集中的な雨に強く影響された。地表面温

度を用いた湿潤度指標の値を日々積算した総湿潤度とバイオマス差と

の相関は高く、総湿潤度が総土壌水分減少量の代替値に成り得ることが

示唆された。ⅱ）前年度までに整備した領域気象モデルを用い、微地形

条件を反映させた気象分布のダウンスケーリングを行った。その結果

を、六道溝流域に生育するアルファルファの植物生産効率モデルに適用
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し、流域のバイオマス分布のシミュレーションを行った。アルファルフ

ァ生長における制限因子は、主として生長初期（4～6 月）における低

温であることを明らかにした。また、領域内の気温分布は比較的小さく、

地形による日射量の分布の違いにより、バイオマス分布に大きな差が現

れることを明らかにした。 

② ⅰ）Kinematic Wave 法を用いた領域水文モデルを開発した。入力デー

タは気象要素、標高、土壌物理特性であり、蒸発散量、浸透量、地下水

流量等が計算出力される。モデルを用いて、黄土高原神木県六道溝流域

にあるチェックダムの有効性について検討した。チェックダムは地表面

流出の抑制、蒸発散量や浸透の増加を促すことをシミュレーションから

明らかにした。ⅱ）水文観測および前述の領域水文モデルを用い、六道

溝流域の水収支の現状について取り纏めた。年降水量のうち、蒸発散量

74%、地表面流出 12%、地下水流入 10%、生活水取水 3%、灌漑用水 1%で

あることを明らかにした。 

研究交流活動

成果 

① 砂漠化のプロセスと地域・社会への影響を明らかにすることを目的とし

た砂漠化ハザードマップの作成：本研究で完成させた領域気象モデルと

植物生産効率モデルを融合したプロダクトは、気候条件で決まるその土

地の潜在的な植物の生産量と、さまざまな阻害要因（主として気温、土

壌水分）によって減少する植物生産量との差を検討することによって、

砂漠化の傾向を定義するものである。本研究により、流域スケールにお

ける砂漠化ハザードマップを作成でき、砂漠化のプロセスと影響が地図

化され、その対策を講ずるときの基礎資料となることが示唆された。 

② 土地利用評価のための水文・気象モデルの作成に関する研究：本研究で

完成させた領域水文モデルによって、水収支の現状を示すことが可能に

なった。また、①で作成される流域の地形単位ごとに植物生産量を算出

するためのモデルを水文モデルに組み込むことによって、複数の土地利

用シナリオの評価を目指すことが可能になったと考えられるが、シナリ

オの提示、および他の流域への汎用性については今後の課題となった。

日本側参加者数  

１３ 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 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）適正技術と代替システムの開発 

（英文）Development of appropriate technology and alternative 

        systems 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）山中 典和・鳥取大学乾燥地研究センター・教授 

（英文）Norikazu YAMANAKA・Arid Land Research Center, Tottori 

        University・Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

劉 国彬・中国科学院水土保持研究所・教授 

Guobin LIU・Institute of Soil and Water Conservation, Chinese 

Academy of Science (CAS) ・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   18／196   18／196 

実績   18／187   18／187 

中国 

<人／人日> 

実施計画  1／14    1／14 

実績 11/44(2/10)  11/44(2/10) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1／14  18／196    19／210 

実績 11/44(2/10)  18／187  29/231(2/10)

⑤  国内での交流     3／11  人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

① 子洲県小河沟流域の曹峁ダム農地を対象に，適切な土壌管理法を検討す

るための水文・土壌調査を実施した。さらに，同ダム農地内における，

塩類集積状況に応じた農家の栽培管理の実態について調査を行なった。

また，大茘県洛恵渠灌区においては，地下水の適切な灌漑利用可能量を，

作物の耐塩性と収量との関係，降水量の変動と地下水，灌漑水，降水の

塩類濃度等を考慮して，評価する手法の開発を行った。 

② 安塞県および鳥取で、施肥量および潅水量を変化させて野菜栽培を行っ

た。さらに、耐乾性コムギ作出のために、耐乾性中国コムギの耐塩性評

価を栄養生理学的に行った。 

③ 郷土樹種の耐乾性の向上に繋がる緑化技術研究の継続と、そのとりまと

めを行った。また、延安で森林生態系の機能調査のため、物質循環、水
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循環、流出、河川水質等のモニタリングを継続して実施し、長期モニタ

リングに基づいた、黄土高原における森林生態系機能やサービスの特徴

や問題点のとりまとめを行った。 

研究交流活

動成果 

① チェックダム農地での適切な土壌管理法を検討するために，水文・土

壌調査を行った。結果、1) 降水に対する地下水位の応答は速く大きい．

その応答は降水当日が も大きく，ダム農地側面の斜面からの表面流

出を主とする浸透の影響が大きい。2) 地下水位は冬季に上昇し春季に

下降する傾向がある。この傾向は気温と密接に関係する。3)冬季に凍

結した土壌が春季に融解することと高い地下水位が相まって発生する

毛管上昇と，夏季の高い蒸発散能による毛管上昇によって塩類集積が

発生すること等が明らかとなった。土壌調査結果では，同一ダム農地

内においても塩類集積状況が異なり，上流域では塩性―ソーダ質土壌

であったが，中流域では塩性土壌になり，下流域では土壌への塩類集

積状況は認められなかった。 また、洛恵渠灌区においては、地下水

の適切な灌漑利用可能量を明らかにするため、作物の耐塩性・収量、

降水量の変動と地下水、灌漑水、降水の EC、SAR を考慮して、評価す

る手法を開発した。 

② 安塞県および鳥取で、施肥量および潅水量を変化させて野菜栽培を行

った結果、キュウリの収量を低下させないで節水栽培できる土壌水分

状態と、キュウリおよびトマトの果実品質を高める施肥窒素量および

潅水量の組み合わせが明らかになった。さらに耐乾性コムギ作出のた

めに、耐乾性中国コムギの耐塩性評価を栄養生理学的に行った結果、

耐乾性の高いコムギは耐塩性も高く、カリウム吸収力および葉の抗酸

化酵素活性が高いことがわかった。ソルガムではケイ酸を添加するこ

とにより乾燥耐性が高まることがわかった。 

③ 郷土樹種の耐乾燥性に関わる浸透調節物質の解明に向けた研究の結

果、浸透圧ストレスを与えた樹木苗木において浸透調節物質の増加が

確認され、樹木の耐乾燥・耐塩性の向上をもたらすことが明らかとな

った。また、延安において樹木の菌根共生系の調査を行い、乾燥限界

付近に生育するリョウトウナラにおいて多数の菌根共生を確認した。

これらの結果は苗木の活着率向上に応用できるものと期待される。 

日本側参加者数  

２９ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２２ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）砂漠化防止に対する総合的アプローチ 

（英文）Comprehensive Approach to Combat Desertification 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）恒川 篤史・鳥取大学乾燥地研究センター・教授 

（英文）Atsushi TSUNEKAWA・Arid Land Research Center,  

Tottori University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

田 均良・中国科学院水土保持研究所・教授 

Junliang TIAN・Institute of Soil and Water Conservation, Chinese 

Academy of Science (CAS) ・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   4／61    4／61 

実績   5／40    5／40 

中国 

<人／人日> 

実施計画  0／0     0／0 

実績  7/25(1/3)   7/25(1/3) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  0／0  4／61    4／61 

実績 7/25(1/3)  5／40  12/65(1/3) 

②  国内での交流     0／0  人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

 黄土高原における砂漠化問題を総合的に解明し、その防止法を確立す

ることを 終的な目標として、砂漠化防止対策オプションの効果を定量

的に評価し得る数値モデルの開発を目的に、これまでに選出した紙坊溝

流域を主な研究対象地として経済学、公衆医学、生態学に関する調査を

継続した。また、中国側研究者と協力して、これまでに選定した当該流

域の現状や自然－社会系の健全性を総合的に評価するインデックス（指

標）に新たなパラメーターを追加して、そのリストを完成させ、総合数

値モデルの開発を進展させた。 

研究交流活動

成果 

① 退耕還林政策を実施している黄土高原の農村における世帯の所得獲得

に関する効率性と政策による補助金および出稼ぎ所得の関係について

検討し、出稼ぎ所得は効率性に大きく影響するが、補助金の効率性への

影響は極めて小さいことを明らかにした。さらに、農地のテラス化、資

金調達性および地域特性も世帯の所得獲得に関する効率性に影響する

要因であることを明らかにした。 



 18

② 黄砂の発生源である黄土高原およびゴビ砂漠では、ゴビ砂漠の住民のほ

うが黄砂による健康被害が大きく、特に眼の症状増悪が顕著であること

を明らかにした。また、大規模な砂塵嵐が発生すると、１年後において

も住民の身体的機能などの QOL が低下することがわかった。 

③ 当該流域に造成されたテラス（段々畑）の低地部における高い生物生産

力は、表面流去による雨水の集積に起因することを明らかにし、この現

象を勘案した新たな計算式を開発した。これを生物物理モデルに導入し

てシミュレーション精度を向上させるとともに、その精度を更に向上さ

せるためには地下水の影響に関する計算式も導入する必要があること

を示した。 

④ 地球温暖化が黄土高原の植生に対する影響を明らかにするため、その北

部の毛烏素砂地に分布している主要な植物種の高CO2および高温に対す

る応答について調査した。高 CO2条件下では成長・水利用効率が向上す

るが、これに高温が加わると Artemisia 属は成長が抑制されることを明

らかにした。 

⑤ 黄土高原でも広く栽培される冬コムギの下位葉を切除すると、中程度の

乾燥ストレス条件では収量が低下せず、土壌中の水分量に関わらず水水

利用量が減少することを明らかにした。 

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 

１３ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―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）CAS-JSPS 拠点大学交流事業 2010 年度中国内陸部の砂漠化

防止及び開発利用に関する日中合同セミナー 
（英文）CAS-JSPS Core University Program Japan-China Joint Open 

Seminar on Combating Desertification and Development in Inland 

China of Year 2010 
開催時期 平成２２年９月１３日 ～ 平成２２年９月１４日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・鳥取市・鳥取大学乾燥地研究センター 
（英文）Japan・Tottori・Arid Land Research Center, 

 Tottori University 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）恒川 篤史・鳥取大学乾燥地研究センター・教授 
（英文）Atsushi TSUNEKAWA, Arid Land Research Center, Tottori 

University・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. ５／１２

B. ０／０

C. ３２／６４

 
中国 

<人／人日> 

A. ２５／７６

B. ０

C. ２／５

 
合計 

<人／人日> 

A. ３０／８８

B. ０／０

C. ３４／６９

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 中国黄土高原における砂漠化対処に関して、日中双方の研究者に

よる課題別発表等を通じて１０年の研究成果をレビューするとと

もに、本年度末の事業終了までの研究の進行状況について検討・討

議する。また、本事業成果を発表する方法として出版する英文書籍

制作準備の進捗状況について確認・協議する。 
 本年度のセミナーは鳥取で開催されることから、本事業参加研究

者のみならず、本学および本センターで研究している学生や若手研

究者へもセミナーの参加・聴講を積極的に促し、若手研究者にとっ

て現在取り組んでいる研究や今後の研究活動への重要な知識・情報

を得る場、また学外研究者との貴重な交流の場となるように開催す

る。 
セミナーの成果  本事業 終年度開催の本セミナーでは、日中双方の各課題グルー

プ発表者による１０年間にわたる共同研究の成果発表（１日目：口

頭発表／日本側：５題、中国側：５題、２日目：ポスター発表／計

４１題）、日中双方のコーディネーターによる事業成果の総括およ

び日中双方の前コーディネーターによる総評により本事業１０年

間の研究・交流活動を振り返った。それぞれの会場では活発な意見

交換がおこなわれ、事業終了までの研究計画についても協議・確認

することができた。 
 また当日は、本センター、本学で研究している若手研究者および

学生の参加・聴講者も多数あり、セミナー会場では学内外の研究者

との活発な意見交換・交流がおこなわれていた。ポスター発表や研

究に関する意見交換等による学外研究者との交流により、将来の研

究に向けさらに意欲が増したことが期待される。 
 事業終了にあたって中国側と協議を続けていた本事業で得られ

た研究成果・データの事業終了後の取扱いについて、平成１９年度

に日中両コーディネーター間で取り交わした覚書を引き続き遵守

していくよう参加メンバーに協力を求めることができたこと、本事

業で得られた研究成果を英文書籍として出版する計画に関する協

議をおこなうことができたことなど、大変有意義なセミナーであっ

た。 
セミナーの運営組織 日本側   拠点大学交流事業運営委員会 

      委員長 恒川 篤史、副委員長 山中 典和 
中国側   劉 国彬 (Guobin LIU) コーディネーター 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 [内容]               [金額] 
日本側研究者参加旅費        234,130 円 
相手国側研究者滞在費       1,735 ,454 円 
送迎用バス借上費          165,250 円 
保険料                92,000 円 
レセプション経費          344,295 円  
合計                  2,571,129 円 

中国側 [内容]               [金額] 
渡航費                             1,890,000 円 
合 計                             1,890,000 円 
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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> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2／10  2／10 

実績 3／17  3／17 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  2／10  2／10 

実績  3／17  3／17 

②  国内での交流    0／0  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 

鳥取大学乾燥地

研究研究センタ

ー・教授・恒川

篤史 

中国・中国科

学院水土保

持研究所 

平成 23 年 1

月 

事業終了にあたっての共同研究の進捗

状況確認および、今後も引き続き連携を

強化していくことの確認のため訪中。ま

た、本事業の成果発表として出版を計画

している英文書籍制作の進捗状況およ

び今後の計画について確認・協議した。

鳥取大学乾燥地

研究研究センタ

ー・教授・山中

典和 

中国・中国科

学院水土保

持研究所 

平成 23 年 1

月 

事業終了にあたっての共同研究の進捗

状況確認および、今後も引き続き連携を

強化していくことの確認のため訪中。ま

た、本事業の成果発表として出版を計画

している英文書籍制作の進捗状況およ

び今後の計画について確認・協議した。

鳥取大学乾燥地

研究センター・

技術専門職員・

上山 逸彦 

中国・中国科

学院水土保

持研究所 

平成 23 年 1

月 

実験施設・機器類に関する技術面での協

議･打合せをおこなうとともに、実験施

設および調査地を視察した。技術面に係

る情報交換をおこなった。 



 22

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 ２，４００，００４  

外国旅費 ６，０２３，５０９  

謝金 ２１３，６３６  

備品・消耗品購入費 １９６，５３２  

その他経費 ３，９４７，９２４  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

４２８，２９８  

計 １３，２０９，９０３ 
￥５１０,０９７

戻入 

委託手数料 １，３７０，０００  

合  計 １４，５７９，９０３  

 
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 ３，２２５，７１５ ９／８５ 

第２四半期 ５，９４６，２８８
６３／２６９ 

（３５／７２） 

第３四半期 １，９１８，６２１ ５／４５ 

第４四半期 ２，１１９，２７９ ７／６４（２／１０） 

計 １３，２０９，９０３
８４／４６３ 

（３７／８２） 
 


