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要  約 

 

本事業の目標 

 砂漠化とは、世界の陸地の約半分を占める乾燥地における気候変動や人間活動に起因

する土地の劣化を意味する。中国の砂漠化は特に深刻で（毎年、四国以上の面積の緑地

が消失）アジア全体の環境変動にも影響が大きく、わが国も中国内陸部から飛来する黄砂

の影響（粉塵被害、日照不足等）を受けている。本研究は、中国と共同して中国内陸部の

乾燥地帯のベンチマークにおい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いる。 

 

実施の体制 

日本側拠点：鳥取大学、中国側拠点：中国科学院水土保持研究所 

以下の 5 課題で構成：①砂漠化の過程と影響の解明、②砂漠化防止計画の作成、③適

正技術と代替システムの開発、④住民参加と環境教育に関する計画作成、⑤緑化と環境保

全のあり方に関する総合的研究 

 

交流の成果 

日本と中国で開催地を交互にして、毎年度セミナーを実施した。これまでに日本側から

は 242 名、中国側からは 133 名の参加者があった。また若手研究者の国際交流にも力を注

いだ。日本人の大学院生やポスドクは現地に長期滞在し、調査・観測を行い、中国側の若

手研究者は本事業を通じて日本に招聘され、観測や解析手法を取得した。この結果、日中

研究者による共著論文が数多く生産され、すでに日本での学位取得者が出るなどの交流

の成果があがった。 

 

研究活動の成果 

 以下のような研究活動を通して、これまで査読付き論文は 277 編（うち SCI 誌は 138 編）、

その他 61 編の研究業績が生産された。①水食を引き起こす降水量の分布を気象衛星から

高い精度で推定できる手法の開発、風食の程度を決定する大きな要因である土壌水分量

を推定する土壌３層モデルの開発などの成果が得られた。②乾燥地域における伝統的な

技術（たとえば魚鱗坑による水収穫）と先端的な技術（耐乾性品種の作出）との適切な組み

合わせからなる砂漠化防止技術パッケージを提示するとともに、その核となる要素技術につ

いての開発・改良をすすめた。③中国黄土高原延安地区の原植生（リョウトウナラ林）と人工

林（ニセアカシア林）を対象に、両者の生理生態特性や森林構造、生物多様性を比較する

ことによって、延安地域における持続的な緑化や生態系の回復の方法が明らかになった。 

 

社会への還元 

研究の成果は、中国の砂漠化防止当局にも提供され、砂漠化防止の基礎的な知見として

活用されるなど、すでに砂漠化防止の実用面においても成果があらわれてきている。またす

でに研究成果は多くの論文として発表されているが、日中研究者の共著による書籍の出版

も予定しており、一般の方々へも成果を十分に伝えていきたいと考えている。 
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Summary of the Project 
 

Research Objective 
About 1/4 of the world’s land surface and 1/6 of the world’s population are influenced by 

desertification.  The desertification in China is especially serious, an area larger than 
Shikoku district disappears every year, and it greatly influences the environment of all Asia, 
including Japan.  This program seeks to construct a model for combating desertification and 
enhancing rural development, which will be useful all over the world. 
 
Organization 

The core university in Japan is Tottori University, and the core university in China is the 
Institute of Soil and Water Conservation, the Chinese Academy of Sciences. 

Activities of this project fall into five subjects areas.  
1. Analyzing the Process and Influence of Desertification 
2. Studying Planning to Combat Desertification  
3. Developing Technologies for Combating Desertification  
4. Planning Local Residents’ Participation and Environmental Education  
5. Conducting Comprehensive Research on Forestation Planning and Conservation of the 
Environment. 
 
Exchange Results to Present 

To promote international exchanges, we hold the Japan-China Joint Open Seminar every 
year, alternating locations between Japan and China. So far, 242 Japanese and 133 Chinese 
have participated in the seminars. As a result of such international exchanges, this program 
has achieved benefits such as producing co-authored articles by Chinese and Japanese 
researchers and Chinese students obtaining PhD degrees in Japan. 
 
Research Results to Present 

Research activities produced,  
  277 inspected theses (including 138 SCI theses) and 61 other theses.  
1. Our achievements also included developing methodology to estimate precipitation 
distribution using meteorological satellite datasets and developing a three-layered soil model 
to predict soil moisture, which influences the degree of wind erosion. 
2. We improved the traditional agrotechnology (such as Yulinkeng) and introduced modern 
agrotechnology (creating drought-tolerant breeds) in dry land so that a biologically 
sustainable production system can be established.  We produced a technology package of  
desertification prevention measures that appropriately combines traditional knowledge and 
advanced technologies. 
3. We set up long-term monitoring sites in both natural vegetation (Quercus forest) and 
planted vegetation (Robinia forest), and compared the structure and function (vegetation 
structure, biodiversity, water and nutrient cycling, and eco-physiological characteristics of 
plants). 
 
Returns to Society 

The results of this program are provided to Chinese authorities responsible for 
desertification prevention, and the research achievements are practically applied. 
  We are also trying to convey the results to the public by publishing a book of general 
interest and by other means. 




