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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）乾燥地における統合的資源管理のための人材育成 

 

（英文）Capacity Building for Integrated Resource Management in Drylands 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 国立大学法人 鳥取大学                            

 

      (英文)  

Tottori University 

 

大学長氏名       能勢 隆之 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

国立大学法人 鳥取大学 

 

  

（英文）  

Tottori University 

 

  

専攻等名（和文）  

国際戦略企画推進本部 

 

 

(英文)  

Headquarters for Planning and Promoting International Strategies of Tottori University

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

連合農学研究科、乾燥地研究センター 

 

 

(英文)  

The United Graduate School of Agricultural Sciences, Arid Land Research Center 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

 

 

 

 

機関名 （和文） 国際連合大学（カナダ） 

中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国） 

乾燥地域研究所（チュニジア） 

チュニジア国立農業研究所（チュニジア） 

国際乾燥地農業研究センター（シリア）                         

 

 （英文） 
United Nations University (Canada) 
Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, CAS (China) 

Institute of Arid Regions (Tunisia) 
the National Agricultural Research Institute of Tunisia (Tunisia) 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Syria) 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

本事業「乾燥地における統合的資源管理のための人材育成」の目標は、本学で最も実績のある乾燥地

研究分野において国際的通用性のある若手研究者、すなわち海外の大学あるいは国連機関、国際機関等、

世界の大学や研究機関で職責にふさわしいミッションを十分にこなすなど、国際的に活躍する人材を養

成することである。 

このため、国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的

管理に関する共同修士号プログラム」(Joint Master’s Degree Programme in Integrated Management in 

Drylands 略称：MS プログラム)を本事業に活用して、このプログラムをより発展・拡充させ、修士課程

学生を含む若手研究者を育成することを目標とする。 

そのため、次の３つの個別の目標を掲げ、その達成を図るものとする。 

(1)英語教育の充実、研究計画および論文作成の指導体制の整備等、若手研究者に対する教育活動を充

実させること。 

(2)本事業の円滑な実施を図るため、学内の関係部局との連携・調整を図り、国際的通用性のある若手

研究者の育成を戦略的に実施すること。 

(3)本学と海外パートナー機関との間で、教育研究環境面ならびに派遣受け入れ事務運営面での適切な

協力体制を構築すること。 

 
上記の本事業の目標を達成するために、事業２年度目にあたる平成２１年度は以下の事業目標を設定した。 

①国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的管理に関

する共同修士号プログラム」に若手研究者を参加させること。 

②学内の関係部局と連携・調整し、国際的通用性のある若手研究者の育成を戦略的に実施する体制を

引き続き維持し、本事業の円滑な実施を図ること。 

③本学と海外パートナー機関との間で、教育研究環境面ならびに派遣受け入れ事務運営面での適切な

協力体制を推進すること。 

④学生および教職員派遣に関する安全対策を充実させること。 

これらの事業目標に対する達成状況は以下のとおりであり、計画に沿って成果を上げながら事業を実施した。

・目標①については、平成２０年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）５名を引き続き共同修士号

プログラムに参加、研究対象地（チュニジア、シリア、中国）に滞在させ、研究計画に基づいてフィー

ルドリサーチに取り組ませた。また、平成２１年度から新たにプログラムに参加する若手研究者を学

内から公募し、３名の修士課程学生を選抜し、共同修士号プログラムの国際選考を経て、当該プログ

ラムに参加させた。参加者は国際乾燥地農業研究センター（シリア）において行われたコースワーク

を受講し（平成２１年１１月）、平成２１年１２月以降は、中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国）、

国際乾燥地農業研究センター（シリア）の２研究機関にわかれて、海外パートナー機関における指導

教員らの指導の下、現地調査・観測、実験、英語論文作成等を行っている。 

・目標②については、学内の関係部局間の良好な連携と調整を図るために「若手研究者 ITP 推進会議」

を運営し、これが事業推進母体としての機能を果たしている。また、平成 21年度から若手研究者の海

外における教育活動の充実を図るために、若手研究者の指導教員及び実務担当者等で構成する「関係

教職員会議」を開催した。 

・目標③については、海外のパートナー機関との協議・調整を行うため、「MS プログラム委員会」を開

催し、関係機関との協力体制を強化した。 

・目標④については、「若手研究者 ITP プログラム危機管理対策会議」の設置や、本プログラムの「危

機管理マニュアル（教職員用）」および「海外派遣に関する安全対策の手引き（派遣若手研究者用）」

を作成するなどして、安全対策強化に努めた。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

平成２１年度においては、共同修士号プログラムに若手研究者（修士課程学生）を引き続き参加させ

るとともに教職員を派遣し、実施体制の強化に努めた。 

①２１年４月～平成２１年９月：２０年度から派遣されている修士課程学生５名は海外パートナー機関

である、乾燥地域研究所、国際乾燥地農業研究センター、中国科学院寒区旱区環境工学研究所にて、

各自の研究テーマに沿ってフィールドワークの実施並びに修士論文の作成を進めた。また、研究指導、

パートナー機関担当者との打合せ等のため、担当教員を派遣した。 

②２１年度から新たにプログラムに参加する学生を、学内から３名（修士課程学生）選抜し、共同修士

号プログラムの国際選考を経て、当該プログラムに参加させた。実施概要は③及び④のとおり。 

③平成２１年１１月～平成２１年１１月末：海外パートナー機関である国際乾燥地農業研究センターに
おいてコースワークに取り組んだ。 
修士課程学生３名（コースワーク履修）、教員２名（教授１名、准教授１名、コースワークにおいて指
導）、事務職員１名（事務打合せ、学生の生活フォロー）を派遣した。 
コースワークは、講義、セミナー、実験及びフィールド調査の組み合わせから成り、乾燥地に関する
広範な充実した内容が扱われた。 

④平成２１年１２月～平成２２年３月末：上記コースワークが終了した後は、学生は、国際乾燥地農業

研究センター、中国科学院寒区旱区環境工学研究所にて、各自の研究テーマに沿ってフィールドワー

クの実施並びに修士論文の作成を進めた。また、研究指導、パートナー機関担当者との打合せ等のた

め、担当教員、職員を派遣した。 

⑤中国科学院寒区旱区環境工学研究所から修士課程学生２名（中国人留学生）を本学に受入れ、研究指

導を行った。（受入れに係る経費は学内経費にて措置。） 

⑥学内において「若手研究者 ITP 推進会議」を設置し、本プログラムの計画・実行・調整を行った。（平

成２１年度合計４回開催） 

⑦海外パートナー機関担当者と「MS プログラム委員会」を開催し、参加学生の選考、事業実施方法等に

ついて協議・決定し、事業の基盤を構築した。 

⑧新たに派遣が決定した学生に対し、約２ヶ月半の集中型語学研修を実施し、語学力の研鑽に努めた。

⑨２０年度からの派遣学生５名は、研究成果を取りまとめて論文を作成、平成２２年１月に中国科学院

寒区旱区環境工学研究所で行われたＭＳプログラム論文発表・審査会で研究成果を英語により発表し、

審査の結果、全員が合格した。 

⑩２０年度に派遣した学生５名が各研究対象地から帰国、ＭＳプログラム論文発表・審査会での発表を

終えた後には、学内で公開帰国報告会を開催するなどし、事業の活動内容、成果等について広く公表

した。また、事業の取り組み内容について、広く一般の方々に知ってもらうため、平成２１年６月～

１２月、日本海新聞にて計３１回の連載「砂と暮らし 砂に学ぶ －ITP だより」を行った。 

⑪派遣学生の海外での安全確保のため、下記のようにリスクマネジメントについての対策を実施した。

(1)本事業実施にあたって現場で想定される危機を未然に防ぐため、また発生した危機に機動的に対応

するため、「若手研究者 ITP プログラム危機管理対策会議」を設置した。特に、事業実施期間中に

世界的に流行した新型インフルエンザへの対応について、対策会議において対策行動計画を作成

するなど、派遣若手研究者等の安全対策に努めた。 

(2) 若手研究者 ITP 推進会議において、若手研究者 ITP プログラムの「危機管理マニュアル（教職員

用）」および「海外派遣に関する安全対策の手引き（派遣若手研究者用）」を作成し、派遣若手研

究者、教職員に対する安全対策指導を行った。 

(3) 派遣若手研究者に対して派遣事前説明会を実施し、安全対策に関するガイダンス、メディカル／

メンタルケア等を行った。 

(4) 派遣先に教職員が渡航した際には現地治安状況、安全面の確認を行い、協力機関担当者や現地在

住邦人から情報収集を行い、協力依頼を行うなどして派遣学生の安全対策を徹底した。 

(5) 臨床外科医が随時健康相談に応じる体制を継続して確立している。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 

○全学的な支援体制による運営 

平成２０年度から、学内において、本事業の担当教員及び担当職員で構成される「若手研究者 ITP 推進

会議」を設置し、平成２１年度においても、本会議において、学生の募集・選考、学生の派遣スケジュー

ル、教職員の派遣スケジュールなどの事業計画の策定、実行、調整を行った。また、必要に応じて、関係

部局に連絡、協力要請を行い、部局間で連携を取りながら全学的な支援体制で取り組んだ。 

本事業の活動内容については、随時、国際戦略企画推進会議及び国際交流委員会に報告し、理事（研究・

国際交流担当）及び副学長（国際交流推進担当）の下、事業を実施した。 

○派遣学生に対するサポート体制 

派遣が決定した学生に対するサポートとして派遣事前説明会を開催した。 

事前説明会で扱った内容は以下のとおり。 

・安全対策に関するガイダンス 

・履修相談 

・健康管理（感染症対策）に対する指導 

・渡航手続き、渡航前準備に係る指導 

・現地での生活情報の提供 

 

 これに加え、臨床外科医が、派遣学生の健康相談に随時相談に応じる体制としている。 

 

また約２ヶ月半の集中型語学研修（英語）を実施した。（１回２時間×週３回×２か月半）  

英語研修の内容は、現地での生活に必要な日常会話と研究を進めていく上で必要なアカデミックな内

容でのディスカッションを含めたものを取り入れた。 

なお、２０年度に派遣し、２１年度に帰国した学生については、派遣前後で TOEIC のスコアを比較す

ると、平均で約 150 点スコアがアップし、平均点は 700 点を上回るなど、英語能力が飛躍的に向上した。

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

○今年度は計２回、海外パートナー機関と協議の場を設けた。 

   

 ①平成２１年９月１～２日、乾燥地域研究所（チュニジア）にて第４期 MSプログラム参加者の選抜。

（本学より３名の候補者が採択された。）第４期 MSプログラムのコースワークの内容の検討。 

 ②平成２２年１月８～９日、中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国）にて、第３期 MSプログラム

学生のディフェンス（論文発表・審査会）。第３期及び第４期 MSプログラムのレビュー。第５期 MS

プログラムの検討。 

○このほか電子メール、電話、テレビ電話（Skype）などによって、海外パートナー機関の担当者と日

常的に連絡をとりあった。 

 

○本学から海外パートナー機関に計６回、延べ１０人の教職員を派遣した。相手方機関とのプログラム

内容の協議、経費・会計面、事務処理面、学生の受入体制等に関する協議、安全・生活環境のチェッ

ク等を実施した。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

（１）国際会議における発表(口頭発表) 

・Sato T., Qadir M., Yamamoto S.: Soil salinity and sodicity issue on wastewater irrigated soil

in Aleppo region, Syria, ICARDA-USAID-IWMI Bridging Workshops (Second Workshop): Productive and 

Sustainable Use of Saline Waters and Salt-affected Soils in Agriculture, Aleppo, Syria, 15-18 

November, 2009. 

（２）学術雑誌に発表した論文 

・Qadir M., Bahri A., Sato T., Al-Karadsheh E.: Wastewater production, treatment, and irrigation 

in Middle East and North Africa. Irrigation and Drainage Systems, Springer,(in press) 

 

 （３）MS プログラム委員会に提出した修士論文 

 ・Makino R. Deficit Surface and Subsurface Drip Irrigation with Saline Water of Potato in Southern 

Arid Regions of Tunisia. 

 ・Minamoto M. Responses of Plant Communities to Some Ecological and Anthropogenic Factors –

Case of the Matmata Mountains, Southern Tunisia. 

 ・Sato T. Environmental Impact Assessment on Wastewater Irrigation in Aleppo Region, Syria.

 ・Sakai H. Farmers’ Participation in Soil and Water Conservation Practices and its Effect on 

Soil Erosion in Sloping Olive Groves in Northwest Syria. 

 ・Kubota S. Effects of Biological Soil Crusts on Rainfall Infiltration and Soil Moisture

Redistribution in Revegetated Sand Dune of the Tengger Desert, China. 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

○MS プログラムには、鳥取大学だけでなく全世界から学生が参加している。その経費については、パー

トナー機関の持ち寄りで実施されているが、MS プログラムを充実・安定させるためには、外部資金

の獲得が必要である。 

 

 ○MS プログラムのうち本学に関連する経費については、本学の学生・教職員の派遣に関する費用は本

事業費（ITP）により支出されている。しかし本プログラムを円滑に実施するためには、相手方研究

機関からの研究者の招聘、海外パートナー機関の学生の受入れが必須であり、この費用については

学内経費を得ることにより措置している。学内経費は競争的である上に、年々圧迫されてきており、

次年度以降、学内経費が十分に措置されるかは不透明である。 

 

 ○本プログラムでは約１年間、若手研究者を海外に派遣しており。さまざまなリスクが高いと認識し

ている。そこで２０年度は緊急連絡網の整備、学生向けガイダンスの実施、学生向け安全対策の手

引きの作成などの、緊急度の高い対策をまず実施した。さらに、２１年度は教職員向けマニュアル

を作成した。これまで幸いにして大きな問題は生じていないが、日常的な種々のケア、危機事象の

予行演習等が必要だと考えている。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

 

乾燥地域研究所 

 

平成20年10月30日

～ 

平成 21年 9月 25日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

乾燥地域研究所 

 

平成20年10月30日

～ 

平成 21年 9月 25日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成20年10月30日

～ 

平成 21年 9月 25日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成20年10月30日

～ 

平成 21年 9月 25日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 21 年 2月 16 日

～ 

平成 21年 9月 25日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年10月29日

～ 

平成21年11月28日

鳥取大学大学院工学研究科・ 

博士前期課程１年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年10月29日

～ 

平成 22 年 6月 14 日

 

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程１年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年10月29日

～ 

平成 22 年 9月 14 日

 

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程１年 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 21年 11月 6日

～ 

平成 21 年 12 月 6日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22 年 9月 14 日

鳥取大学大学院工学研究科・ 

博士前期課程１年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22年 1月 11日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22年 1月 11日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22年 1月 11日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 
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中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22年 1月 11日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22年 1月 11日

鳥取大学大学院農学研究科・ 

修士課程２年 

 

６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

 

乾燥地域研究所 

 

平成 21 年 6 月 2 日

～ 

平成 21年 6月 11日

鳥取大学乾燥地研究センター・ 

教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年10月29日

～ 

平成 21年 11月 4日

鳥取大学国際交流課・ 

主任 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年11月20日

～ 

平成21年11月28日

鳥取大学農学部・ 

教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成21年11月20日

～ 

平成21年11月28日

鳥取大学乾燥地研究センター・ 

准教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 22年 2月 26日

～ 

平成 22 年 3 月 3日

鳥取大学乾燥地研究センター・ 

教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 22年 2月 26日

～ 

平成 22 年 3 月 2 日

鳥取大学農学部・ 

教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 22年 2月 26日

～ 

平成 22 年 3 月 3日

鳥取大学乾燥地研究センター・ 

事務長 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 3 月 1 日

～ 

平成 22 年 3 月 4日

鳥取大学工学研究科・ 

准教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 22年 3月 12日

～ 

平成 22年 3月 17日

鳥取大学農学部・ 

教授 

 

国際乾燥地農業研究

センター 

平成 22年 3月 12日

～ 

平成 22年 3月 17日

鳥取大学農学部・ 

准教授 

 

中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

平成 22 年 1 月 6 日

～ 

平成 22 年 1 月 9日

鳥取大学乾燥地研究センター・ 

教授 




	09
	img02608



