
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１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．開始年度 

平成 20 年度（ 2 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（平成 21 年 7 月 1 日付 課名変更） 
 
 
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 Scretary-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 
【研究交流目標の全体像】 
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。 
 
【研究交流の実施体制】 
島根大学と寧夏大学、また島根大学と寧夏医学院とは既に交流協定を結び、島根大学と寧

夏大学の研究教育の交流は 20 年に及ぶ。また、島根大学と寧夏大学は『島根大学・寧夏大



 3

学国際共同研究所』を共同で寧夏大学キャンパス内に設立し、共同運営を行っている。この

研究所を拠点として、寧夏南部山区地域や銀川周辺地域における社会発展に貢献する共同研

究体制は確立されつつある。今後はここを中心に、中国西部地域の研究情報を発信し、共同

プロジェクトを実施することを通じて、両大学を中心に研究者相互の切磋琢磨と若手研究

者・大学院生への研究協力と育成を一層促進する予定である。 
 
【若手研究者の育成】 
若手研究者の育成方法としては、①共同研究の中に彼らの役割をつくり、具体的に共同研

究に参加することを通じ実地調査方法と収集資料の処理方法、および論文作成の指導を実施

すること、②同時に、定期的に開催される国際交流セミナーあるいはワークショップで報告

させ、同じ分野と他の分野からの専門的アドバイスを受けることで幅広い・複眼的な視座を

もてるようにすること、これらによって寧夏南部山区や日本の中山間地域の喫緊の問題に対

応できる実社会の改善に真に役立つ研究者を育てるようにする。 
ここで、想定される若手研究者とは、大学・研究機関の助教や助手、ポスドク・大学院生

であるが、両大学に所属する若手研究者を、短期留学（3 ヶ月～6 ヶ月）や両国で実施され

る共同のフィールド研究、国際共同セミナーに参加（派遣・招聘）させ、報告させる。共同

フィールド研究、国際共同セミナーは、日本と中国で隔年に 1 回開催する。共同フィールド

研究では実地調査の経験を蓄積させる。国際共同セミナーでは、毎回のプロシーディングや

論文集の発行を予定し、若手研究者の業績形成の支援も行う。 
研究テーマの大枠は、後述の２課題に限定し、その中で若手研究者個人の関心分野と調整

しつつ、具体的問題の解決方策に関して実証的研究を重視する。指導は国際共同研究所が中

心となり、島根大学、寧夏大学・寧夏医学院の共同研究者をコーディネートする。これは、

中国における農村開発分野で（とくに社会科学分野）研究に際して、通常の「課題(仮説提示)
と実証による検証」という方法がとられることが少なく、その研究結果をもとに政策として

展開される際に実証的根拠が希薄であるという問題を含んできたことへの対応である。 
日本人若手研究者に対しては、寧夏南部山区で実地調査を原則として中国語で行うように

し、また中国人若手研究者に対しては、日本の中山間地域・役所で現地調査を原則として日

本語で行うようにする。これらにより、両言語を操り、幅広い学術的視点、実証的方法を身

につけさせるとともに、広範なフィールド調査の経験を蓄積させる。 
 
 
６．平成２１年度研究交流目標 
 平成 20 年度に引き続き，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する。 
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する。 
 
① 共同研究については，20 年度の実績をもとに，日本の中山間地域と寧夏の農村開発の問
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題と地域医療の問題に即して実施する。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，学会報告とともに政策提案に結び付けられる成果を得ることを目標とする。 
・ 日本の中山間地域集落の社会変動の実態調査方法 
・ メンヨウの飼養と生産販売戦略 
・ 農民小金融システム 
・ 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 
・ 都市部および農村部における資源リサイクルの実態 
・ 健康と地域医療システム 

 
② 若手研究者の育成については，日本側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う。テーマは以下の通りであり，

論文化することを目標とする。 
・ 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 
・ 寧夏の農村における健康と地域医療システムの実態 

 
③ これらの共同研究をもとに，寧夏銀川市においてセミナーを実施する。セミナーは『条

件不利地域における地域振興と持続可能な発展』をテーマに設定し，日中双方から共同研

究の成果を報告・検討する。 
  セミナーの成果は，国際共同研究所を中心にして 2 年目の共同研究の成果としてまとめ，

セミナーのプロシーディング集を作成し，論文作成を指導する 
 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

① 従来からの共同研究を基盤として，研究交流を実施している島根大学と寧夏大学および

島根大学と寧夏医科大学との共同研究体制が一層強化され，農村開発学，農村社会学，生

態学・畜産学および農村医学・公衆衛生学の分野で共同研究グループが形成され，より緊

密な共同研究体制が作られた。 

② 寧夏大学の各学部・研究所（農学院，経済管理学院，寧夏共同研究所および西北退化生

態システム回復重点研究室）および寧夏医科大学・付属病院の各研究者グループにおいて，

本プログラムによる共同研究が実施されるようになった。 

③ 寧夏共同研究所を中心にした中国西部学術ネットワークに関して，昨年度の内蒙古師範

大学のほか西南大学もネットワークに参加し，また中国人民大学，北京工商大学および北

京農業大学の研究者も参加するなど，学術交流の範囲が一層拡大した。 

④ 2009 年 6 月から 9月にかけて，当初の予定では，日本側若手研究者（島根大学生物資源

科学部，医学部）を寧夏大学と寧夏医科大学に派遣し，現地での調査・共同研究を進める

予定であったが，新型インフルエンザの蔓延のため，中国側が派遣研究者を長期間受け入
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れることができなかった。これに代わり，2009 年 9 月に短期間共同研究グループの日本側

研究者が訪問し，現地で研究調整を行った。 

⑤ 2009 年 8 月，中国側から研究者 2名を招聘し，日本側研究者 3名とともに約 1週間をか

けて中国地方の中山間地域を現地視察し，日本の中山間地域の問題について共通認識を形

成した。 

⑥ 2009 年 11 月に寧夏大学において，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 3日間の日程で行われ，2本の基調報告の他，20

本の報告が行われた。またセミナーの後，日本側メンバーは寧夏および内蒙古において現

地調査を実施した。 

⑦ 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.2)を作成した。（また，発行が

遅れていたが 2008 年度のセミナーの結果もプロシーディング集(No.1)にまとめた。） 

 

７－２ 学術面の成果 

共同研究の成果として，以下の点があげられる。 
① 生態学・畜産学の研究として，現地調査の結果をふまえて，①地勢別（灌漑地域，非灌

漑地域）メンヨウ生産分業（繁殖，肥育），②肥育メンヨウへのトウモロコシサイレージ通

年給与体系の構築など 6 点について，メンヨウの飼育方法について提言が行われた。 
② 農村開発学の研究として，寧夏中部の農村と南部山区の農村の現地調査から，農村労働

力の就業形態の変化や住民と農村との関係についての研究成果が報告され，また南部山区

の集落調査から，労務輸出（出稼ぎ）と世帯状況や農村産業の変容から持続可能な農村の

あり方が提言された。 
③ 農村社会学の研究として，都市近郊農村におけるここ数年の経済成長の影響に関して，

現地聞き取り調査とアンケート調査をもとに，ソーシャル・キャピタルの構成要素とその

変質について統計的処理の結果から個人化が進んでいることが明らかにされた。 
④ 環境経済学の研究として，風力発電 CDM 事業について，現地調査をもとにその経済効果と

環境改善効果について一定の効果は出ているが，環境アセスメント制度や住民参加，あるいは

情報公開が不十分であり，住民の環境保全意識の向上の必要などの課題も指摘された。 
⑤ 医学面では，生活習慣病，肥満の蔓延状況と血圧・血糖・血脂の関係，メタボリックシ

ンドロームなどの側面からデータをもとにした予防ついて、地方政府レベルで地域の自然

条件や社会経済条件に合わせて住民自身が健康対策を実施できるきめ細かい予防プログラ

ムの必要性の提言が行われた。また，地域医療に関して日本の現状と問題点が指摘され，

これに基づく討論が行われた。 
⑥ これらの他に，循環型経済都市への日中の政策比較研究，リモートセンシングを用いた

広域森林の測定，省間協力による農業産業化に関して集落移転と菌草産業について現地調

査をもとにした研究が行われた。 
⑦ いずれも今後とも，日中共同による継続的な調査研究が必要であり，まとまり次第論文

化される予定である。 
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７－３ 若手研究者養成 

日本側から 2 名の若手研究者（農村開発学，公衆衛生学）を 3 ヶ月間派遣する予定であっ

たが，上記のように新型インフルエンザの蔓延のため実施できなかった。 

 これに代わって， 8 月に 2名の研究者（農村開発学，経済学分野）を招聘し，日本の農村

問題に関して，現地調査をもとに日中間の農村問題の異同に関して共通認識を形成し，農村

分析の視覚と手法について指導を実施した。 

また同じく 10 月に寧夏医科大学から 2名の研究者（公衆衛生学）を招聘し，日本の中山間

地域の地域医療やコホートによる長期的健診システムの基盤について視察を行い，研究会を

実施した。 

 

７－４ 社会貢献 

① 農村の主要産業である畜産分野の振興と自然環境保全との調和対策 

  生態学と畜産学の共同研究により，主要な家畜であるメンヨウ生産に関して，環境に負

荷を与えにくい持続可能な方法が提案され，これを実施することで安定的な農村と農業収

入を確保できる。 

② これからの農村開発の手法や制度設計 

  農村開発学や農村社会学の成果として，過剰人口，貧困，生態への高負荷を断ち切るた

めの制度設計に関して，現行の労働移出（出稼ぎ）推進や生態移民という方法に加えて，

変質しつつある農村社会を前提とした政策の前提となる資料が整えられた。また CDM によ

り環境ビジネスの可能性や環境意識向上の方法についての示唆が得られた。 

③ 住民の健康・公衆衛生の現状と課題の整理 

  健診データなどに基づいた分析結果から導かれた健康増進の方法が示唆され，これに基

づいた適切な医療政策の基礎になりうる。また日本と中国の農村地域を対象に長期的な研

究の体制と健診データの蓄積を重ね，相互に検討することで，それぞれの地域に特有な生

活習慣病の予防に対応することが出来る。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

① 今年度の最大の問題点は，新型インフルエンザの蔓延防止のために取られた，一定地域

への立ち入り禁止という，両国の当事者の努力のレベルでは対応できない，中国側の国家

としての対応の問題である。共同研究を進める上で，相手国の対象地域にかかわる各種法

令を遵守するコンプライアンスは不可欠であることは熟知しているが，共同で地域研究を

進める上で突然の禁止事項は大きな障害である。 
② 人材養成面では予定通りではなかったが，時期をずらし短期間に絞って現地調査を実施

したことで一定の成果は得られた。また，中国側から研究者を招聘することで，日本にお

いてであるが，共同研究のもっとも重要な部分である共通認識を高めることができた。し

かし，一層柔軟な対応がとれるような研究体制を形成していくことは今後の課題である。 
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③ 研究面では，カウンターパートとなる寧夏大学・寧夏医科大学の研究者について昨年度

より分野を拡大することができ，またセミナーには構築しつつある「西部学術ネットワー

ク」の構成大学からも多くの参加があり，研究分野と範囲の拡大の可能性が高まった。今

後はより広範な大学・研究所と共同研究を実施できる基盤（学術ネットワーク）を構築を

一層推進する必要がある。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  19 本 

   うち，相手国参加研究者との共著  3 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  10 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

① 農村開発 

（１）日本での共同研究 

日本の農村問題に関して，中国の研究者を招聘し現地調査と研究会を実施した 

（２）中国での共同研究 

 ・中国側の共同研究者とそれぞれに現地調査と研究会を実施、また 11 月セミナーの終了後

に現地調査を行った 

 

② 農村医学 

（１）日本での共同研究 

農村地域医療やコホート研究について視察と研究会を実施 

（２）中国での共同研究 

  セミナー終了後，寧夏医科大学において生活習慣病に関する意見交換会を実施 

 

８－２ セミナー 

（１）概要 

寧夏大学で，国際セミナーを開催した（2009 年 11 月 8 日から 10 日（8日は受付のみ）） 

テーマを「条件不利地域における地域振興と持続可能な発展」と設定し，これに基づき，

多方面からの報告・討論が行われた。 

 

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２１年度研究交流実績総人数・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>

 

<人／人日>

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  18/243 

(20/76) 

 18/243 

(20/76) 

実績 13/94 

(5/55) 

 13/94 

(5/55) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/28   4/28 

実績 4/36  4/36 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/28 18/243 

(20/76) 

 22/271 

(20/76) 

実績 4/36 13/94  17/130 

※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。 

※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 

   0／ 0 ＜人／人日＞    0／ 0 ＜人／人日＞
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１０．平成２１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（相手

国予算による）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  8/123 

(4/28) 

 8/123 

(4/28) 

実績 11/79 

(5/55) 

 11/79 

(5/55) 

中国 

<人／人日

> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 2/22  2/22 

 

<人／人日

> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日

> 

実施計画 2/14 8/123 

(4/28) 

 10/137 

(4/28) 

実績 2/22 11/79 

(5/55) 

 13/101 

(5/55) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

（１）日本での共同研究 

・2009 年 8 月に 2名の研究者（農村開発学，経済学分野）を招聘 

日本の農村問題に関して，現地調査と研究会を実施 

 

（２）中国での共同研究 
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 ・2009 年 9月に 4名の研究者（農村開発学，農林経済学，環境経済学，

動物栄養学）を派遣，（このほか本プログラム以外の経費で2名派遣）

  中国側の共同研究者とそれぞれに現地調査と研究会を実施 

 ・2009 年 11 月に 7 名の研究者（農林経済学 2 名，環境経済学 2 名，

農村開発学，森林計測学，動物栄養学）を派遣（このほか本プログ

ラム以外の経費で 2名派遣） 

  セミナー終了後，現地調査を実施 

（３）成果 

・日本における研究については，招聘した 2名の研究者とともに，日

本の農村問題に関して，現地調査と研究会を実施し，問題状況と対

策の方向性について共通認識を得た 

・ 中国における研究では，農村開発学，農林経済学，環境経済学，動

物栄養学，さらに植物系統学の各分野において，それぞれの研究グ

ループに分かれて現地調査や意見交換を実施し，それらを総合する

ことで広範な農村問題の解決への可能性を見出すことができた。 

（４）各分野の内容 

・ 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。 

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(地域)側参加者数 

15 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照）
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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－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と地域医療システム

（英文）Health and community health care system 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（相手国

予算による）

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  5/105  5/105 

実績 2/15  2/15 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 2/14  2/14 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/14 5/105  7/119 

実績 2/14 2/15  4/29 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

（１）日本での共同研究 

・2009 年 10 月に寧夏医科大学から 2名の研究者（公衆衛生学）を招聘 

農村地域医療やコホート研究について視察と研究会を実施 

（２）中国での共同研究 

 ・2009 年 11 月に 2名の研究者（公衆衛生学）を派遣 

  セミナー終了後，寧夏医科大学において生活習慣病に関する意見交換会

を実施 

（３）成果 

・日本における研究については，招聘した 2名の研究者とともに，日本の

農村医療に関して，現地視察と研究会を実施し，健康医学・疫学の方法

について共通認識を得た 
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・中国における研究では，公衆衛生学の立場から生活習慣病などに関して

意見交換を実施し，共通目標の設定ができた。 

（４）成果の内容 

・ 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。 
 

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 (地域)側参加者数 

8 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照）

 

 



 13

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）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業 条件

不利地域における地域振興と持続可能な発展 
（英文）JSPS AA Science Platform Program Regional promotion 
and sustainable development in the less-favored areas 

開催時期 平成 21 年 11 月 8 日 ～ 平成 21 年 11 月 10 日（3 日間） 
開催地（国名，都市名，

会場名） 
（和文）中国、寧夏回族自治区、銀川市、寧夏大学 
（英文）China, Ningxia, Yinchuan, Ningxia 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 
(※日本以外で開催の場合) 

高 桂英・寧夏大学島根大学国際共同研究所・所長・教授 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  中国  ） 

日本 
<人/人日> 

A. 
B. 9/50
C. 

中国 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 22/66

 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 
B. 9/50
C. 22/66

 
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。） 



 14

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 月に日本の島根大学において“条件不利地域に

おける地域振興と生活改善”というテーマで行われた国際学術セミナ

ーの続編であり，今回のセミナーでは，条件不利地域の地域振興と持

続可能な発展というテーマを設定し，地域社会の振興，健康問題，環

境問題，および社会文化などの方面からの研究を報告・検討し，研究

者同士が交流することを目的とした。 

セミナーの成果 （１）概要 

テーマを「条件不利地域における地域振興と持続可能な発展」と設

定し，これに基づき，多方面からの報告・討論が行われた。まず主題

報告として，農村政策と地域医療の２側面から現状と課題・あるべき

方向が指示された。その後，20 本の報告が２日間にわたって行われ，

最後に全体を踏まえて総括報告と討論が実施された。島根大学，寧夏

大学，寧夏医科大学以外からの報告もあり，活発な討論が行われた。 

（２）成果 

 今回のセミナーの特徴は，中国側では社会科学系，医学系の研究に

加え，自然科学系からの研究報告が多く，「地域振興と持続可能な発展」

に関わる多くの分野の研究者の意識がテーマに収斂している点であっ

た。また「西部学術ネットワーク」参加大学からの報告もあり，研究

者の幅が拡大し，聴講者も寧夏大学の一般研究者や学生が多く見られ，

影響を与えることが多かった。また学際研究を一層推進しようとする

機運が高まり，新たな研究テーマが議論された。 

 
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・プログラムを作成した。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

に議論を深めることが出来た。 
 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 ①セミナー開催一式（会場費，印刷費，通訳・翻訳費等）

             金額 40.5 万円 
相手国(地域) 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>

中国 
<人／人日>

 
<人／人日>

計 
<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 
実績 0/0  0/0 

中国 
<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 
実績 0/0  0/0 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0   
実績 0/0 0/0   

② 国内での交流      0 人／0 人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 1,129,240 円  

外国旅費 2,658,884 円
80,000 円分課税
支出 

謝金 162,027 円  

備品・消耗品購入費 186,854 円  

その他経費 715,950 円  

外国旅費・謝金に係
る消費税 137,045 円

課 税 支 出 謝 金
80,000 円差し引
いて計算 

計 4,990,000 円  

委託手数料 499,000 円
消費税は内税と
する 

合  計 5,489,000 円  

 
 
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 300,000 0/0 

第２四半期 2,305,933 6/66 

第３四半期 1,706,454 11/64 

第４四半期 677,613 0/0 

計 4,990,000 17/130 

 


